
 

    

    

 

２０１９年 ８月１９日 更新版 

令和元年１０月～１２月 令和元年１０月～１２月 令和元年１０月～１２月 令和元年１０月～１２月 

愛知アフターデスティネーションキャンペーン開催！ 愛知アフターデスティネーションキャンペーン開催！ 愛知アフターデスティネーションキャンペーン開催！ 愛知アフターデスティネーションキャンペーン開催！ 

別冊版 



 

   令和元年 7月 12 日 

 

【 愛 知 県 企 画 カ ー ド 】 

  

プラン確定プラン確定プラン確定プラン確定    個人向け 個人向け 個人向け 個人向け 団体向け 団体向け 団体向け 団体向け 

確定   ○ × 

□企画名 愛知ＤＣアフターキャンペーン特別企画 
愛知ＤＣ周遊バス愛知ＤＣ周遊バス愛知ＤＣ周遊バス愛知ＤＣ周遊バス    愛知県 全域 □企画内容 名古屋駅から愛知県内の観光地をめぐる愛知デスティネーションキャンペーン期間特別の日帰り周遊バスプランです。（一部豊橋駅発着コースあり） □設定期間 2019 年 10 月～2019 年 12 月の限定日 ※コース毎に記載 □設定時間 コース毎に記載 □販売希望価格 コース毎に記載 □販売手数料 15％ □料金に含まれるもの コース毎に記載 □コース内容 コース毎に記載 □所要時間 コース毎に記載 □最少催行人員 コース毎に記載 （出発 7日前に催行決定） □最少受付人員 各コース 1名 □最大募集人員 各コース 40 名 （一部異なるコースあり） □手仕舞い日 7 日前までに予約 □在庫提供 応相談 □予約通知先 三重交通(株)観光販売システム営業部  TEL：052-253-6324  FAX：052-253-6854 □予約必要事項 ・コース名（コース NO.）  ・利用日  ・代表者氏名  ・人数（大小内訳） ・連絡先（携帯電話※必須） ・乗車場所／降車場所（複数個所の場合） □取消料 なし □集合場所 コース毎に記載 □企画実施会社 三重交通(株)観光販売システム営業部 （観光庁長官旅行業登録第 1934 号） 名古屋市中区錦 1-7-2 楠本第 15ビル 2階 □利用バス会社 名鉄観光バス㈱、名鉄バス㈱、豊鉄観光バス㈱、知多乗合㈱、岐阜乗合自動車㈱、 他同等クラス 

□その他 （旅行会社様用 注意事項等） 
・旅行クーポン（バウチャー券）タイトルに「愛知ＤＣ周遊バス」と記載してください。 ・旅行クーポン（バウチャー券）内に「観光販売システムズ」と記載してください。 ・バスはワンマン運行となります。 ・バスは大型バス、中型バス、マイクロバス等での運行となります。 ・添乗員、観光ガイドは同乗いたしません。（バススタッフが受付・同乗いたします） ・各旅行会社の旅行クーポン（バウチャー券）をバス乗車時にバススタッフへご提出ください。 ・バスは自由席、車内禁煙となります。 ・バス乗車時に簡単なアンケートにご記入いただきますのでご協力お願いします。 ・交通渋滞などによるスケジュール変更や電車などの乗り遅れについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。 ・掲載している公共交通機関のダイヤは今後改正されることがあります。 ・当日の緊急連絡先は別途行程表に記載いたします。（後日作成） ■お問合せ先：三重交通(株)観光販売システム営業部 ＴＥＬ：０５２－２５３－６５６８（担当：中村・小林） 



愛知デスティネーションキャンペーン特別企画 愛知デスティネーションキャンペーン特別企画 愛知デスティネーションキャンペーン特別企画 愛知デスティネーションキャンペーン特別企画 
愛知ＤＣ周遊バス コース一覧 愛知ＤＣ周遊バス コース一覧 愛知ＤＣ周遊バス コース一覧 愛知ＤＣ周遊バス コース一覧  コース番号 設定日 出発 帰着 コース名01 10/12（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 この秋冬を楽しく快適に♪サボテン寄せ植え＆日本酒石鹸作り体験と尾張御朱印巡り（日本酒試飲付）02 10/12（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーA03 10/13（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 5年に1度「武豊ふれあい山車まつり」鑑賞！家康生母・於大の方生誕地から辿る、知多が誇る山車文化の旅04 10/13（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 「とこなめ山車まつり」と知多木綿の里「岡田の古い街並み」散策05 10/14（月） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 LEADERたちの息吹に触れる！トヨタ創業期試作工場から国産自動車開発の歴史を辿る旅06 10/19（土） 豊橋駅湯谷温泉 湯谷温泉豊橋駅 紅葉バス①♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（豊橋発着）07 10/19（土） ＪＲ名古屋駅 吉良温泉ＪＲ名古屋駅 竜の子街道五蔵巡り＋ワイナリーの農家レストランで知多牛ステーキランチ♪08 10/20（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー09 10/26（土） ＪＲ名古屋駅 蒲郡温泉ＪＲ名古屋駅 三河国一之宮砥鹿神社神庫特別公開とガン封じ寺御参拝10 10/26（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！11 10/26（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 紅葉バス②♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（名古屋発着）12 10/26（土） 豊橋駅 豊橋駅 たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（キャベツorフラワーアレンジメント編）13 10/27（日） ＪＲ名古屋駅 河和港ＪＲ名古屋駅 食と花とともに巡るものづくりワンダーランド知多半島～「海と空」編14 10/27（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 日本遺産のまち・瀬戸から始まるノスタルジックな焼きもの散歩と高級洋食器の魅惑の世界15 10/27（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 どうしてこんなカタチに！？地図に残る「水郷の不思議」を辿るブラリ旅16 11/2（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！17 11/2（土） 豊橋駅 湯谷温泉豊橋駅 紅葉バス③♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付き！（豊橋発着）18 11/2（土） 豊橋駅 豊橋駅 たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（旬の野菜編）19 11/3（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「文化の日」編20 11/3（日） ＪＲ名古屋駅 湯谷温泉ＪＲ名古屋駅 高さ25mの工事用道路を通行！設楽ダム工事現場見学と「花祭」も観られる東栄フェスティバル21 11/9（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 紅葉バス④♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付き！（名古屋発着）22 11/10（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 実は愛知は酒どころ！尾張の酒蔵巡り、オリジナル日本酒づくり体験も！23 11/16（土） 豊橋駅 蒲郡温泉豊橋駅 豊川稲荷秋季大祭＆まぐろ解体ショーとセリ体験！24 11/16（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーB11/17（日）11/24（日）11/22（金）11/24（日）27 11/23（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 国宝犬山城＆秀吉家臣団ゆかりの地を巡る武将好き必見ツアー11/24（日）12/1（日）11/24（日）12/1（日）30 11/30（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 竜の子街道五蔵巡り＋“当日限定”竜の子みりんランチ♪31 11/30（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 紅葉バス⑧♪デンパーク＆本格的日本庭園から眺める紅葉と大あんまき作り体験32 12/7（土） ＪＲ名古屋駅 東岡崎駅ＪＲ名古屋駅 家康公のルーツを辿る！松平から徳川へ、地元ガイドと巡る興隆の歴史10/20（日）12/1（日）

ＪＲ名古屋駅25 紅葉バス⑥♪旧東海道二川宿散策＆豊橋のもみじ寺・普門寺、大迫力の豊橋手筒花火鑑賞豊橋駅豊橋駅26
33 一宮駅 一宮駅 観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」接続！喫茶文化と繊維産業の不思議な関係に迫る旅

紅葉バス⑦♪愛岐トンネル群＆定光寺の絶景紅葉と文明開化の錦絵＆古陶器鑑賞ＪＲ名古屋駅ＪＲ名古屋駅28 黄葉バス♪幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウのまち散策とキリンビール工場見学（試飲付）ＪＲ名古屋駅ＪＲ名古屋駅29
紅葉バス⑤♪カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路ＪＲ名古屋駅湯谷温泉

 



■コース番号０１ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■この秋冬を楽しく快適に♪サボテン寄せ植え＆日本酒石鹸作り体験と尾張御朱印巡り（日本酒試飲付）この秋冬を楽しく快適に♪サボテン寄せ植え＆日本酒石鹸作り体験と尾張御朱印巡り（日本酒試飲付）この秋冬を楽しく快適に♪サボテン寄せ植え＆日本酒石鹸作り体験と尾張御朱印巡り（日本酒試飲付）この秋冬を楽しく快適に♪サボテン寄せ植え＆日本酒石鹸作り体験と尾張御朱印巡り（日本酒試飲付） 乾燥に強いサボテンの寄せ植え体験と、保湿効果の高い酒粕を使った日本酒石鹸づくり体験を楽しむツアー。このツアーで、秋冬の暮らしを快適にするアイテムを手作りしましょう。コース途中で 2 つの寺社に立ち寄りますので、御朱印を集めている方は御朱印帳をお忘れなく。ご昼食は、名古屋コーチンの石焼をご賞味ください。 日程 10/12（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：00 発→→後藤サボテン 10：00/11：15→→かな和（昼食）11：30/12：20→→間々観音12：40/13：20→→田縣神社 13：40/14：30→→金銀花酒造 15：30/16：30→→ＪＲ名古屋駅 17：30 着 注意事項  最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス降車後は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 4,800 円、小学生 4,400 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、サボテン寄せ植え体験代、昼食代、日本酒石鹸作り体験代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：40 集合／9：00出発 後藤サボテン（春日井市）  サボテン栽培が盛んな春日井市にあるサボテン農家さんで、かわいらしいサボテン寄せ植え体験をお楽しみください。 ★下車観光・体験 
かな和（小牧市） （イメージ） 名古屋コーチンの生産地・小牧市にあるお食事処で、特産の名古屋コーチンを使った「コーチン石焼定食」のご昼食をお召し上がりください。 ★昼食付き 
間々観音（小牧市）  日本で唯一、「おっぱい寺」と呼ばれる観音様。授乳や子宝に御利益があると言われています。本殿内部で参拝します。 ★下車観光・ガイド案内    田縣神社（小牧市） 

 
境内の至る所に男性のシンボルが祀られ、子宝を願う男女の参拝が絶えない神社です。宮司さんの説明付き。近くのスーパーで子宝祈願のお土産も購入できます。 ★下車観光・ガイド案内   金銀花酒造（一宮市） 

  
保湿効果の高い酒粕を使った日本酒石鹸作り体験。あわせて、酒蔵見学と日本酒の試飲、お買い物をお楽しみください。 ★下車観光内・体験・お買い物  ※日本酒の試飲をされた方は名古屋駅到着後、お車等の運転はご遠慮ください。 



■コース番号０２ ※NO.24 に同ツアーＢコースあり 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーＡ地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーＡ地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーＡ地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーＡ 醸造文化が盛んな地域をつなぐ「竜の子街道」（常滑市・半田市・碧南市・西尾市）を巡るコース。お楽しみは何といっても、醸造品を活かしたビュッフェと地酒飲み放題のご昼食。さらに、本コースでは、全国トップクラスの生産量を誇る「西尾の抹茶」について楽しく学べるミュージアムや、かつて日本を代表するビールの一つだった「カブトビール」の醸造工場を活かした半田赤レンガ建物、最後は常滑やきもの散歩道のガイドツアーと盛り沢山の内容です。 日程 10/12（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：45発→→西尾の抹茶ミュージアム和く和く 10：50/12：00→→衣浦グランドホテル（昼食）12：20/13：30→→半田赤レンガ建物 13：50/15：10→→やきもの散歩道 15：30/17：00→→ＪＲ名古屋駅 18：15 着 注意事項 ・やきもの散歩道の散策（約 70分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。やきもの散歩道は、坂が多くなっております。 ・お酒の試飲をされた方は名古屋駅到着後、お車等の運転はご遠慮ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス降車後は、名古屋市内のお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 3,900 円、小学生 2,400 円、3才以上幼児 1,300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、抹茶体験代、抹茶スイーツ代、昼食代、半田赤レンガ建物常設展示室入場代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 9：25 集合／9：45出発 あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く（西尾市）  
抹茶に関する「特別な体験」が盛りだくさんの体験型博物館。茶葉の品質鑑定、ブレンド、茶臼碾きなどの体験やプチ茶道体験と抹茶スイーツを味わうなど西尾の抹茶を見て、触れて、味わえます。 ★下車観光・見学コース   衣浦グランドホテル（碧南市） （イメージ） 竜の子街道が誇る醸造品を活かしたメニューを含んだ「約 50種類のスペシャルビュッフェ」付きとなります。竜の子街道の誇る日本酒を好きなだけお楽しみください。 ★昼食付き／ランチブッフェ 半田赤レンガ建物（半田市）  1898年、「カブトビール」の製造工場として建てられた建物内にある常設展示室をご覧いただきます。1900 年のパリ万博で金牌を受賞し、世界にその味が認められた本格派ドイツビール。明治、大正時代のレシピを元に復刻した生カブトビールがオススメです。10/12 はドイツフェスティバル開催中！ 半田赤レンガ建物クリアファイルプレゼント ★下車観光・自由散策  やきもの散歩道（常滑市）  どこか懐かしい、レンガ造りの煙突や登窯、黒塀の工場…昔の土管や焼酎瓶が積まれた「土管坂」は、独特の雰囲気。最近は、古いやきもの工場を再生したアトリエやギャラリーが新しい魅力を発信しています。地元ガイドがご案内いたします。散策後は常滑市陶磁器会館にてお買い物も楽しめます。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号０３ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■■■■    5年に1度「武豊ふれあい山車まつり」鑑賞！ 家康生母・於大の方生誕地から辿る、知多が誇る山車文化の旅5年に1度「武豊ふれあい山車まつり」鑑賞！ 家康生母・於大の方生誕地から辿る、知多が誇る山車文化の旅5年に1度「武豊ふれあい山車まつり」鑑賞！ 家康生母・於大の方生誕地から辿る、知多が誇る山車文化の旅5年に1度「武豊ふれあい山車まつり」鑑賞！ 家康生母・於大の方生誕地から辿る、知多が誇る山車文化の旅    徳川初代将軍・家康公の生母「於大」は、知多半島は東浦町の生まれ。家康公の母への思慕が強かったこともあり、半島内には縁の地が多くあります。その後も、知多と徳川家の関係は続き、知多の醸造業、廻船業、さらには山車文化の発展につながりました。本ツアーでは、5年に 1度の山車まつりや、老舗料亭・望洲楼でのご昼食をお楽しみ頂きます。 日程 10/13（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：45発→→うのはな館【東浦町郷土資料館】9：45/10：30→→亀崎散策（神前神社参拝）11：00/12：00→→望洲楼（昼食）12：00/13：00→→第 6回武豊ふれあい山車まつり 13：30/14：50→→大府 PA「愛知多の種～華の種」15：30/16：00→→ＪＲ名古屋駅 16：50 着 注意事項 ・武豊ふれあい山車まつりは、雨天の場合、翌日順延となるため、本ツアーではご見学いただけません。その場合、武豊町地域交流センターのご見学と「味の蔵たけとよ」でのお買い物に変更となります。 ・まちあるき（約 60分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 4,900 円、小学生 4,500 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：25 集合／8：45出発 うのはな館【東浦町郷土資料館】（東浦町） 
 

徳川家康公の生母「於大の方」と生誕地・東浦について、地元ガイドがご案内します。 ★下車観光・ガイド案内  亀崎散策（神前神社参拝）（半田市） 
 

ユネスコ無形文化遺産「亀崎潮干祭」の氏神「神前神社」参拝と、日々、祭り行事を継承するまちを地元ガイドがご案内いたします。 ＊写真は、毎年 5月に神前神社に奉納される「亀崎潮干祭」の様子で、ツアー当日はご覧いただけません。 ★下車観光・ガイド案内  望洲楼（半田市） 
  （イメージ） 

市の景観重要建造物にもなっている老舗料亭。福沢諭吉や田山花袋、柳田国男ら多くの文人にも愛された佇まいの中、衣浦の海を望みながら昼食「会席膳 桐」をいただけます。また、昼食中に亀崎潮干祭の映像と亀崎のよもやま話もあわせてお楽しみください。 ★昼食付き 第 6回武豊ふれあい山車まつり（武豊町） 
 

江戸時代から大正時代にかけて建造された由緒ある山車や、御囃子などの伝統技芸をご覧ください。 ★下車観光 
大府 PA「愛知多の種～華の種」（大府市） 

 
2018年夏、新しく生まれ変わった大府パーキングエリア。パティシエ辻口博啓・イタリアンシェフ奥田政行・日本料理人笠原将弘の 3人が地元企業と開発したコラボ土産や知多半島各地の銘品をご用意しております。ここならではのお買い物をお楽しみください。 ★下車観光・お買い物 



■コース番号０４ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■「とこなめ山車まつり」と知多木綿の里「岡田の古い街並み」散策 ■「とこなめ山車まつり」と知多木綿の里「岡田の古い街並み」散策 ■「とこなめ山車まつり」と知多木綿の里「岡田の古い街並み」散策 ■「とこなめ山車まつり」と知多木綿の里「岡田の古い街並み」散策 ノスタルジックな街並みが広がる知多市岡田地区を散策したあと、常滑市内の山車 20台が一堂に会する「とこなめ山車まつり」を訪れます。あいちのものづくりの原点とも言える、木材加工とからくり技術の粋をご覧ください。コース後半には、丘に広がるお花畑に立ち寄ります。お泊まりは、篠島・日間賀島・南知多温泉郷が便利です。 日程 10/13（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：00 発→→岡田の古い街並み 10：00/11：30→→御食事処いちべ（昼食）11：50/12：40→→とこなめ山車まつり 13：00/14：30→→観光農園花ひろば 15：15/16：15→→師崎港※16：30 着→→ＪＲ名古屋駅 18：00 着 注意事項 ・とこなめ山車まつりは、荒天の場合、翌日順延となるため、本ツアーは中止いたします。その場合は、とこなめ山車まつりは、荒天の場合、翌日順延となるため、本ツアーは中止いたします。その場合は、とこなめ山車まつりは、荒天の場合、翌日順延となるため、本ツアーは中止いたします。その場合は、とこなめ山車まつりは、荒天の場合、翌日順延となるため、本ツアーは中止いたします。その場合は、前日までにお客様にご連絡させていただき、旅行代金は無手数料で払い戻します。前日までにお客様にご連絡させていただき、旅行代金は無手数料で払い戻します。前日までにお客様にご連絡させていただき、旅行代金は無手数料で払い戻します。前日までにお客様にご連絡させていただき、旅行代金は無手数料で払い戻します。 ・岡田の古い街並みにてまちあるき（約 90分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 ・師崎港は、お降りになるお客さまがいらっしゃらない場合、通過いたします。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 バス降車後は、篠島・日間賀島や南知多温泉郷、名古屋市内でのお泊りが便利です。師崎港から篠島・日間賀島への定期船に乗り継げます。また、師崎港から南知多温泉郷へは、タクシー（各自手配）をご利用ください。 ご旅行代金 大人 3,000 円、小学生 2,300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、観光農園花ひろば入場代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：40 集合／9：00出発 岡田の古い街並み（知多市）  知多木綿発祥地の岡田地区を地元ガイドのご案内で散策します。往時の栄華の名残が見られる街並みでノスタルジックな雰囲気をお楽しみください。 ★下車観光・ガイド案内  御食事処いちべ（知多市） 
（イメージ） 

知多半島の海の幸を使ったお料理（ミニ会席「松」）をご賞味ください。 ★昼食付き  
とこなめ山車まつり（常滑市） 

 
常滑市内の各地区に受け継がれてきた伝統行事が一度に見られる「とこなめ山車まつり」。全 20台の山車が勢揃いする中、からくりや神楽が披露されます。 ★下車観光・自由散策 観光農園花ひろば（南知多町） 

 
半島の丘一面に広がるお花畑はとてもフォトジェニック。本ツアーが立ち寄るころは、キキョウやひまわり、コキア、コスモスなどをご覧いただけます。 ★下車観光・自由散策 



■コース番号０５ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■LEADER たちの息吹に触れる！トヨタ創業期試作工場から国産自動車開発の歴史を辿る旅 ■LEADER たちの息吹に触れる！トヨタ創業期試作工場から国産自動車開発の歴史を辿る旅 ■LEADER たちの息吹に触れる！トヨタ創業期試作工場から国産自動車開発の歴史を辿る旅 ■LEADER たちの息吹に触れる！トヨタ創業期試作工場から国産自動車開発の歴史を辿る旅 国産自動車の開発の歴史を辿るスペシャルツアー。自動車事業創業期の展示をはじめ、自動車のしくみや生産技術などについて学べるトヨタ産業技術記念館を皮切りに、実際にトヨタ自動車の創業期に活躍した試作工場を見学。最後は、トヨタ鞍ヶ池記念館で、トヨタ自動車の創業者・豊田喜一郎氏の足跡を偲びます。 日程 10/14（月・祝） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：00発→→トヨタ産業技術記念館 9：30/11：30→→刈谷ハイウェイオアシス（自由昼食）12：30/13：30→→トヨタ創業期試作工場 14：20/15：00→→トヨタ鞍ヶ池記念館 16：00/17：00→→ＪＲ名古屋駅 18：30 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。刈谷ハイウェイオアシスにて、各自でお召し上がりください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 名古屋駅降車後は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 1,000 円、小学生 300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、トヨタ産業技術記念館入館代、 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：40 集合／9：00出発 トヨタ産業技術記念館（名古屋市）  トヨタグループ発祥の地に残された、大正時代の赤レンガ造りの工場を産業遺産として保存・活用して設立されたミュージアム。繊維機械と自動車技術の変遷を、本物の機械による動態展示やスタッフの実演でわかりやすく紹介しています。 ★下車観光・自由散策（一部案内あり）    刈谷ハイウェイオアシス（刈谷市）  伊勢湾岸自動車道にあるハイウェイオアシス。産直市場や天然温泉、楽しい遊具がいっぱいの岩ケ池公園、地域のグルメや名産品が揃う商業施設など年齢性別問わず誰でも楽しめるレジャーエリア。高さ 60mの観覧車からの眺めも最高です。 ★自由昼食  トヨタ創業期試作工場（刈谷市）   トヨタ自動車（株）がクルマづくりを始めた自動車試作工場を、創業当時のエピソードを交えながらガイドが案内いたします。2018 年 5 月、国の登録有形文化財に指定されました。 ★下車観光・ガイド案内  トヨタ鞍ヶ池記念館（豊田市）  トヨタ創業展示室やトヨタ自動車の創業者・豊田喜一郎氏の生前の別荘などを見学し、日本の本格的な自動車工業の草創期の息吹に触れていただきます。 ★下車観光・自由散策  



■コース番号０６ ※NO.11 に同コース名古屋駅発着あり 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■紅葉バス①♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（豊橋発着）紅葉バス①♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（豊橋発着）紅葉バス①♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（豊橋発着）紅葉バス①♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（豊橋発着） ふだんは非公開の鳳来山東照宮御宮殿（国重要文化財）と鳳来寺本堂内にある真達羅大将を特別拝観。家康公生誕の秘密に迫ります。ご昼食は、五平餅づくりを体験後、ご自分で作った五平餅を中心にしたお食事を。最後は、県内でも最も早く紅葉する茶臼山高原で自由散策となります。湯谷温泉や茶臼山高原での宿泊との組み合わせもおすすめです。 日程 10/19（土） コース内容 豊橋駅 8：30 発→→湯谷温泉駅※9：45 発→→鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観 10：00/12：00→→千代姫荘（昼食）12：45/14：45→→茶臼山高原※15：30/16：30→→湯谷温泉駅※18：00 着→→豊橋駅 19：30 着 注意事項 ・湯谷温泉駅で途中乗車・降車することが可能です（乗降されるお客さまがいらっしゃらない場合は、通過いたします）。 ・茶臼山高原で途中降車することが可能です。 ・途中乗降車の場合でも、旅行代金に変更はありません。 ・鳳来寺山周辺を歩きますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、湯谷温泉でのお泊りが便利です。 バス降車後は、茶臼山高原や湯谷温泉、豊橋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 3,900 円、小学生 3,600 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、鳳来山東照宮・鳳来寺特別拝観代、五平餅作り体験代、昼食代 ＪＲ・名鉄豊橋駅 ＪＲ線・名鉄線改札口前 8：15 集合／8：30出発 鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観（新城市）  鳳来寺山歴史ガイドのご案内で、鳳来山東照宮で正式参拝後、ふだんは非公開の鳳来山東照宮御宮殿（国重要文化財）と鳳来寺本堂内にある真達羅大将を特別拝観します。 ★下車観光・ガイド案内  千代姫荘（東栄町）   （イメージ）  
山里の暮らしを体験できる千代姫荘では、奥三河の代表的な郷土料理のひとつ「五平餅」づくりを体験。体験後は、田舎の味が懐かしい五平餅を中心にしたご昼食をお楽しみください。 ★体験・昼食付き  茶臼山高原（豊根村）  愛知県で最も早く色づき始める紅葉（例年は 10月下旬頃より）をご覧いただけます。また、観光リフトやゴーカートなど、さまざまなアクティビティーもお楽しみいただけます（茶臼山高原 HPにてご確認ください）。こちらで降車し、茶臼山高原の宿泊施設に泊まることも可能です。 ★下車観光・自由散策 ※降車可 

昼食画像 



■コース番号０７ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■竜の子街道五蔵巡り＋ワイナリーの農家レストランで知多牛ステーキランチ♪竜の子街道五蔵巡り＋ワイナリーの農家レストランで知多牛ステーキランチ♪竜の子街道五蔵巡り＋ワイナリーの農家レストランで知多牛ステーキランチ♪竜の子街道五蔵巡り＋ワイナリーの農家レストランで知多牛ステーキランチ♪ 醸造文化が盛んな地域をつなぐ「竜の子街道」（常滑市・半田市・碧南市・西尾市）を巡るコース。こちらのコースでは、5つの日本酒の酒蔵に立ち寄って、それぞれの製品の試飲＆お買い物を楽しめるほか、愛知では珍しいワイナリーも訪問。ワイナリー併設の農家レストランで、知多半島の食材を使ったアメリカンなお食事をご賞味ください。 日程 10/19（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：45発→→澤田酒造 10：00/11：30→→オレゴンファーム＆ワイナリー（昼食）11：50/13：30→→國盛 酒の文化館 14：10/14：50→→相生ユニビオ 15：10/15：40→→山﨑合資会社 16：20/16：50→→吉良温泉※17：00 着→→ＪＲ名古屋駅 18：50 着 注意事項 ・吉良温泉で途中降車することも可能です。ただし、お降りになるお客様がいらっしゃらない場合は通過いたします。 ・本コースのご参加は、20 歳以上の方に限定20歳以上の方に限定20歳以上の方に限定20歳以上の方に限定させていただきます。 ・お酒の試飲をされた方は名古屋駅到着後、お車等の運転はご遠慮ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス降車後は、吉良温泉や名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 3,300 円（販売手数料 15％） ※20歳以上の方限定 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、ガイド代、昼食代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：25 集合／8：45出発 澤田酒造（常滑市）  「白老」で有名な酒蔵。酒蔵見学のあとは、各銘柄の説明・試飲とお買い物をお楽しみいただきます。 ★下車観光・ガイド案内 オレゴンファーム（常滑市） 
（イメージ） 

伊勢湾を一望できる小高い丘に造成された総合観光農園。ワイナリーを見学したあとは、敷地内の農家レストランで、知多牛ステーキランチをお楽しみください。 ★下車観光・ガイド案内 ★昼食付き 國盛 酒の文化館（半田市）  約 200 年前の酒蔵をそのまま使った半田の酒醸造の歴史を伝える博物館。博物館を見学した後は利き酒コーナーにて日本酒や果実酒（お酒の飲めない方は大人気のあまざけ）の試飲・お買い物をお楽しみください。代表銘柄は「國盛」。 ★下車観光・ガイド案内  相生ユニビオ（碧南市）  「大吟醸相生乃松」を始めとした匠の酒や焼酎の説明・試飲とお買い物をお楽しみください。代表銘柄は「相生乃松」。 ★下車観光・ガイド案内  山﨑合資会社（西尾市）  妥協なき職人魂を持つ明治 36年創業の造り酒屋です。お酒は”自然の幸”であると同時に”人の幸”、本物のうまさをとことん追求したお酒についての説明と試飲のあとは、お買い物をお楽しみください。代表銘柄は「尊皇」。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号０８ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー ■信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー ■信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー ■信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー 織田信長公の天下統一への道の序章となる関連スポットを巡るスペシャルツアー。各スポットでは、地元ガイドがみなさまをご案内します。生誕地として有力視されている勝幡城、信長公が社領の安堵と社殿を寄進したという津島神社、桶狭間への出陣地である清洲城、そして最後は、信長が初めて最初から築城した小牧山城を巡ります。 日程 10/20（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：15発→→勝幡城推定復元模型 9：00/9：15→→津島神社・津島まちあるき 9：30/11：30→→朝日寿し（昼食）11：30/12：30→→清洲城 13：15/14：15→→小牧山城・小牧山城史跡情報館「れきしるこまき」15：00/17：00→→ＪＲ名古屋駅 17：45 着 注意事項 ・まちあるき（津島・約 120分）のほか、小牧山（標高差約 80m）に登りますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 2,600 円、小学生 2,000 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、清州城入館代、小牧山城・小牧山城史跡情報館「れきしるこまき」入館代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：55 集合／8：15出発 勝幡城推定復元模型（愛西市）  昨今、信長公生誕地として有力視されるようになった勝幡城。奈良大学教授・千田嘉博氏の監修による復元模型を見学します。すぐ横には、信長の父・信秀と母・土田御前が吉法師（のちの信長公）を抱く像があります。地元ガイドが解説します。 ★下車観光・ガイド案内 津島神社・津島まちあるき（津島市） 
  

勝幡城を築いた織田氏は、水運が発展し、経済の一大拠点だった津島を重視して、当地にあった津島神社を大切にしました。織田氏の家紋が津島神社の神紋と同じなのは、そんなところに由来しています。そこで、津島神社と、尾張の経済の中心地だった当時の津島の面影を地元ガイドの案内で巡ります。 ★下車観光・ガイド案内  朝日寿し（津島市） 
（イメージ） 

もろこ寿司や豆腐田楽など、海部地域の郷土料理を含んだご昼食をお楽しみください。 ★昼食付き  清洲城（清須市） 
 

桶狭間の戦いの出陣地で、言わば、信長公の天下取りの出発点ともなった清洲城を、現地ガイドのご案内で見学します。 ★下車観光・ガイド案内  小牧山城・小牧山城史跡情報館「れきしるこまき」（小牧市） 
 

清須から小牧へと移動した信長公は、ここ小牧山に石垣を張り巡らせた城を築造。さらには、眼前に碁盤の目状の城下町も形成し、のちの城づくりの先駆けとなりました。こちらでは、地元ガイドの案内で、山上の模擬天守「小牧山城」と本年春にオープンしたばかりの史跡情報館「れきしるこまき」を見学します。 ★下車観光・ガイド案内 



■コース番号０９ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■三河国一之宮砥鹿神社神庫特別公開とガン封じ寺御参拝 ■三河国一之宮砥鹿神社神庫特別公開とガン封じ寺御参拝 ■三河国一之宮砥鹿神社神庫特別公開とガン封じ寺御参拝 ■三河国一之宮砥鹿神社神庫特別公開とガン封じ寺御参拝 三河国の一之宮である砥鹿神社の宝物特別公開とガン封じ寺と呼ばれる無量寺の法話を組み合わせた、ありがたいツアーです。さらに！三河の山海の幸をたっぷり食べて、たくさんお買い物も楽しめる内容になっています。ご希望により、蒲郡市温泉郷の各温泉地でも降車できますので、お泊まりと合わせてご利用ください。 日程 10/26（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：30発→→砥鹿神社 10：00/11：10→→ラグーナフェスティバルマーケット（昼食）12：00/13：00→→蒲郡海鮮市場 13：30/14：00→→道の駅 筆柿の里・幸田 14：20/14：40→→無量寺（ガン封じ寺）15：20/16：10→→名鉄西浦駅※16：15 着（西浦温泉無料送迎バス接続）→→形原温泉※16：30着→→蒲郡駅※16：50 着→→蒲郡温泉※16：55 着→→三谷温泉※17：10 着→→ＪＲ名古屋駅 19：00 着 注意事項 ・※印が付いた場所は、お降りになるお客さまがいらっしゃらない場合、通過いたします。 ・温泉地の各降車場所は、宿前ではございません。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス降車後は、蒲郡市温泉郷（西浦温泉・形原温泉・蒲郡温泉・三谷温泉）や名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 2,700 円、小学生 2,400 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、炙りいわし盛り放題体験代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：10 集合／8：30出発 砥鹿神社（豊川市）  約 1200 年前から三河国の神社で筆頭格とされる三河国の一之宮を観光ボランティアガイドがご案内します。御祭神は大国様と親しまれる大己貴命（おおなむちのみこと）、福徳の神や縁結びの神として尊崇され、境内のパワースポットを体感していただきます。普段は観ることができない神庫（宝物殿）を特別公開、砥鹿神社の歴史をご見学いただきます。 ★下車観光・ガイド案内 ラグーナフェスティバルマーケット（蒲郡市） （イメージ） ラグーナフェスティバルマーケット内の「和麺カフェ花ごよみ」にて海鮮花ちらしとうどん鍋の「花だんご膳」のご昼食をお楽しみください。 ★昼食付き  蒲郡海鮮市場（蒲郡市） 
 

炙りいわし盛り放題体験をお楽しみいただいた後は、海産物のお買い物をお楽しみください。 ★体験・お買い物 道の駅 筆柿の里・幸田（幸田町） 
 

濃厚な甘みが特徴の、幸田町の特産「筆柿」をプレゼント！さらに、割引クーポンをご用意するので、お得にお買い物をお楽しみください。 ★お買い物 無量寺・ガン封じ寺（蒲郡市） 
 

難病封じで知られる平安時代開創の古刹。ガン予防の法話と千佛洞めぐりを。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号１０ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！ ■「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！ ■「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！ ■「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！ 国の伝統工芸品、日本遺産にも認定されている有松絞りと尾張七宝の地を訪ね、オリジナルのスカーフ＆スカーフ留めのブローチを作る、旅と体験を組み合わせたツアー。有松の地では、重要伝統的建造物群に指定されている有松の町並みを地元ガイドと共に散策します。さらに、尾張四観音筆頭の甚目寺観音を参拝します。 日程 10/26（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：30 発→→絞りの里・有松（スカーフの絞り染め体験＆まちあるき）・カフェ＆バル庄九郎（昼食）9：00/13：00→→あま市七宝焼アートヴィレッジ 13：30/15：30→→甚目寺観音 15：45/16：15→→ＪＲ名古屋駅 17：00 着 注意事項 ・有松まちあるき（約 60分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 9,000 円、小学生 8,400 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、オリジナルスカーフの絞り染め体験代、昼食代、あま市七宝焼アートヴィレッジ常設展観覧代、ブローチづくり体験 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：10 集合／8：30出発 絞りの里・有松（名古屋市） 
  

400年以上の歴史を誇る絞り染め（有松絞り）の産地です。重要伝統的建造物群保存地区に選定された有松の町並みを地元ガイドとともに散策した後は、名古屋市指定文化財竹田家住宅にて、オリジナルスカーフの絞り染め体験をおこないます。 ★下車観光・ガイド案内 カフェ＆バル庄九郎（名古屋市） 
  （イメージ） 

有松の開祖者竹田庄九郎の家の一部で、２番目に古い築 100年以上の伝統的建造物家屋のお店で、大人気の「庄九郎ランチ」をお楽しみください。（人数によりランチとお買い物班、スカーフ絞り染め体験班の 2班に分かれます） ★昼食付き  あま市七宝焼アートヴィレッジ（あま市） 
  

ガラス質の釉薬を焼き付け、幽玄な美で魅惑する「尾張七宝」の世界を学芸員がご案内したあと、オリジナルスカーフ留め（ブローチ）づくりを体験していただきます。有松で絞ったスカーフに合う作品をつくりましょう。 ★下車観光・体験付き  甚目寺観音（あま市） 
 

日本に仏教が伝来した 538年よりわずか 60年後に開創されたという、日本有数の古刹。法隆寺や四天王寺に次ぐ歴史があり、現在では、尾張四観音の筆頭として、広く信仰を集めています。そんな甚目寺観音を地元ガイドがご案内。重要文化財の南大門や東門など、みどころをご紹介します。 ★下車観光・ガイド案内 

絞り体験画像 



■コース番号１１ ※NO.06 に同コース豊橋駅発着あり 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■紅葉バス②♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（名古屋発着）紅葉バス②♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（名古屋発着）紅葉バス②♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（名古屋発着）紅葉バス②♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（名古屋発着） ふだんは非公開の鳳来山東照宮御宮殿（国重要文化財）と鳳来寺本堂内にある真達羅大将を特別拝観。家康公生誕の秘密に迫ります。ご昼食は、五平餅づくりを体験後、ご自分で作った五平餅を中心にしたお食事を。最後は、県内でも最も早く紅葉する茶臼山高原で自由散策となります。茶臼山高原で途中降車し宿泊すれば、紅葉ライトアップも鑑賞できます。 日程 10/26（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：00発→→鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観 10：00/12：00→→千代姫荘（昼食）12：45/14：45→→茶臼山高原※15：30/16：30→→ＪＲ名古屋駅 19：00 着 注意事項 ・茶臼山高原で途中降車することも可能です。途中降車の場合でも、旅行代金に変更はありません。 ・鳳来寺山周辺を歩きますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス降車後は、茶臼山高原や名古屋市内でのお泊まりが便利です。 茶臼山高原でお泊まりの場合は、茶臼山高原で途中降車することが可能です。 ご旅行代金 大人 3,900 円、小学生 3,600 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、鳳来山東照宮・鳳来寺特別拝観代、五平餅作り体験代、昼食代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：40 集合／8：00出発 鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観（新城市）  鳳来寺山歴史ガイドのご案内で、鳳来山東照宮で正式参拝後、ふだんは非公開の鳳来山東照宮御宮殿（国重要文化財）と鳳来寺本堂内にある真達羅大将を特別拝観します。 ★下車観光・ガイド案内  千代姫荘（東栄町）   （イメージ）  
山里の暮らしを体験できる千代姫荘では、奥三河の代表的な郷土料理のひとつ「五平餅」づくりを体験。体験後は、田舎の味が懐かしい五平餅を中心にしたご昼食をお楽しみください。（作った五平餅 2 本もお召し上がりいただけます） ★体験・昼食付き  秋の茶臼山高原まつり（豊根村）  愛知県で最も早く色づき始める紅葉（例年は 10月下旬頃より）をご覧いただけます。また、観光リフトやゴーカートなど、さまざまなアクティビティーもお楽しみいただけます（茶臼山高原 HPにてご確認ください）。こちらで降車し、茶臼山高原の宿泊施設に泊まることも可能です。 ★下車観光・自由散策 ※降車可 

昼食画像 



■コース番号１２ ※NO.18 に同コース（旬の野菜編）あり 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（キャベツorフラワーアレンジメント編）たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（キャベツorフラワーアレンジメント編）たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（キャベツorフラワーアレンジメント編）たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（キャベツorフラワーアレンジメント編） 工業が盛んな愛知県、実は全国有数の農業産出高を誇る農業県でもあります。特に田原市は、市町村別の農業産出高で日本一！そんな田原市で、実りの秋を実感する収穫体験を楽しむツアーがこちらです。キャベツの収穫体験とトロピカルフルーツのジャングル探検は、お子さま連れはもちろん、大人だけでも楽しめること間違いなし！ ぜひご参加ください。 日程 10/26（土） コース内容 豊橋駅 11：20 発→→道の駅 田原めっくんはうす（自由昼食）12：20/13：20→→４Ｈクラブ キャベツ収穫体験 13：50/15：50→→道の駅 あかばねロコステーション 16：20/16：50→→小川農園 トロピカルフルーツのジャングル探検 17：15/17：45→→（道の駅 田原めっくんはうすでトイレ休憩）→→豊橋駅 19：30 着 注意事項 ・雨の場合、キャベツ収穫体験ができないため、フラワーアレンジメント教室を行います。 ・雨の場合、キャベツ収穫体験ができないため、フラワーアレンジメント教室を行います。 ・雨の場合、キャベツ収穫体験ができないため、フラワーアレンジメント教室を行います。 ・雨の場合、キャベツ収穫体験ができないため、フラワーアレンジメント教室を行います。 ・昼食は含まれていません。道の駅 田原めっくんはうすにて、各自でお召し上がりください。 ・体験で収穫した農産物のお土産があります。（大人のみ） ・農場での体験となりますので、汚れてもいい長靴（または動きやすい靴）・服装・タオルをお持ちください。 ・トロピカルフルーツのジャングル探検は、ヒールでのご参加はご遠慮ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車後は豊橋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 3,900 円、小学生 1,600 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、キャベツ収穫体験代、ジャングル体験代 ＪＲ・名鉄豊橋駅 ＪＲ線・名鉄線改札口前 11：05 集合／11：20 出発 道の駅 田原めっくんはうす（田原市） 
 

ご昼食は、レストランはもちろん、ファストフードやパンのお店も揃っている田原めっくんはうすにて。お弁当を持参し、無料休憩所で召し上がることも可能です（座席が満席の際は、バス車内等でお召し上がりください）。 ★自由昼食・お買い物  ４Ｈクラブ キャベツ収穫体験（田原市）  田原を代表する農産物のひとつがキャベツ。４Ｈクラブ（農業青年クラブ）の農家さんの指導を受けながら、上手に収穫してみましょう。獲れたてキャベツは一人１玉をお持ち帰り。キャベツの追加購入も可能です。その他お土産付きです。（キャベツ・お土産は大人のみとなります） ※雨天の場合、キャベツ収穫体験ができないため、フラワーアレンジメント教室に変更となります。教室で作ったお花とキャベツ１玉（大人のみ）をお土産にお持ち帰りいただくことができます。 ★収穫体験 道の駅 あかばねロコステーション（田原市） 
 

お買い物とトイレ休憩で立ち寄ります。地元の果物や海産物、鉢花などのお買い物をお楽しみください。「花の生産日本一」の田原市の花も購入できます。 ★休憩・お買い物   小川農園 トロピカルフルーツのジャングル探検（田原市）  マンゴーやライチなど、約５０種類のトロピカルフルーツの木々に囲まれた迷路のような温室内を探検します。まるで、インドネシア・バリ島の森にいるような体験をお楽しみください。園長がトロピカルフルーツの話を語りながらご案内します。トロピカルジュース付きです。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号１３ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■食と花とともに巡るものづくりワンダーランド知多半島～「海と空」編 ■食と花とともに巡るものづくりワンダーランド知多半島～「海と空」編 ■食と花とともに巡るものづくりワンダーランド知多半島～「海と空」編 ■食と花とともに巡るものづくりワンダーランド知多半島～「海と空」編 ものづくりが盛んな愛知県。知多半島にも、この地域らしいものづくり文化が根付いています。そこで、このコースでは、先端技術が詰まった航空機産業、江戸時代の廻船、はたまた塩づくり体験まで、知多のものづくりを体感できるスポットを巡ります。スタートは、秋に咲く桜と伊勢湾を一望できる、風光明媚な知多市からです。 日程 10/27（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：00発→→大興寺の四季桜 9：00/9：30→→フライト・オブ・ドリームズ（自由昼食）10：00/12：00→→尾州廻船内海船船主内田家住宅 12：45/13：30→→食と健康の館 13：50/15：00→→えびせんべいの里 15：20/16：00→→河和港※16：15 着→大府 PA「愛知多の種～華の種」16：50/17：10→→ＪＲ名古屋駅 18：00 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。フライト・オブ・ドリームズにて、各自でお召し上がりください。 ・河和港は、お降りになるお客さまがいらっしゃらない場合、通過いたします。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 河和港から篠島・日間賀島への定期船に乗り継げますので、お泊まりは、篠島・日間賀島が便利です。 ご旅行代金 大人 2,800 円、小学生 1,600 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、フライト・オブ・ドリームズ入場代、尾州廻船内海船船主 内田家入館代、塩作り体験代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：40 集合／8：00出発 大興寺の四季桜（知多市）  知多のだるま寺で知られる大興寺の東側と北側には、秋にも咲く四季桜の里が広がっています。10月下旬から 11月初旬が見頃です。 ★下車観光・自由散策   フライト・オブ・ドリームズ（常滑市）  ボーイング 787初号機の実機を展示。多彩な体験型コンテンツやオリジナルグッズのショップがあるほか、シアトルをテーマとしたレストランなども併設されています。お食事は、施設内にて各自でお楽しみください。 ★下車観光・自由昼食  尾州廻船内海船船主内田家住宅（南知多町）    幕末から明治にかけて活躍した、内海を代表する有力船主・内田佐七の家屋。太平洋側に現存する廻船主家屋の中でも大規模なもので、国の重要文化財に指定されています。 ★下車観光・自由散策  食と健康の館（美浜町）  古墳時代より海水を使って塩づくりをしていた美浜。この技術を今に蘇らせたのがココ。こちらでは、塩ができるまでを学習したあと、実際にカン水から自然海塩を作る体験をお楽しみいただきます。 ★下車観光・体験  えびせんべいの里（美浜町）  約 40種類のえびせんべいを販売し、そのほとんどに試食をご用意しております。製造工場が隣接しており、窓越しに無料で工場見学をすることができます。また、休憩コーナーを完備しており、無料のコーヒー、お茶のサービスがございます。えびせんべいを「見て」「味わって」「楽しんで」いただける施設です。 ★下車観光・お買い物 大府 PA「愛知多の種～華の種」（大府市）  2018 年夏、新しく生まれ変わった大府パーキングエリア。パティシエ辻口博啓・イタリアンシェフ奥田政行・日本料理人笠原将弘の 3人が地元企業と開発したコラボ土産や知多半島各地の銘品をご用意しております。ここならではのお買い物をお楽しみください。 ★お買い物 



■コース番号１４ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■日本遺産のまち・瀬戸から始まるノスタルジックな焼きもの散歩と高級洋食器の魅惑の世界日本遺産のまち・瀬戸から始まるノスタルジックな焼きもの散歩と高級洋食器の魅惑の世界日本遺産のまち・瀬戸から始まるノスタルジックな焼きもの散歩と高級洋食器の魅惑の世界日本遺産のまち・瀬戸から始まるノスタルジックな焼きもの散歩と高級洋食器の魅惑の世界 やきものの代名詞である「せともの」のまち、瀬戸。日本六古窯のひとつとして日本遺産にも登録されているこのまちで、瀬戸焼の歴史を学ぶとともに、ノスタルジックなまちなかを散策します。その後、瀬戸焼の絵付けを行っていた文化のみち界隈で当時の面影を辿り、最後は、その絵付けから発展したノリタケの高級洋食器を鑑賞します。 日程 10/27（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 7：30発→→瀬戸蔵ミュージアム 9：00/9：50→→瀬戸のまち散策 9：55/11：10→→瀬戸市内自由昼食 11：10/12：30→→文化のみち散策 13：45/15：45→→ノリタケの森 16：00/17：30→→ＪＲ名古屋駅 17：45 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。瀬戸市内にて、各自でお召し上がりください。 ・まちあるき（瀬戸のまち散策約 75分＋文化のみち散策約 120分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人員 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 1,500 円、小学生 500 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、二葉館・橦木館入館代、文化の道ガイド案内代、ノリタケの森クラフトセンター入館代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：10 集合／7：30出発 瀬戸蔵ミュージアム（瀬戸市）  瀬戸焼の歴史はもちろん、瀬戸のまちの歴史も学べるミュージアム。館内には、懐かしい昭和の街並みを再現した場所もあり、往時の様子を偲べます。本ツアーでは、冒頭にミュージアムスタッフの解説付きです。 ★下車観光・ガイド案内 瀬戸のまち散策（瀬戸市）   地元ガイドが「宝泉寺」、及び「窯垣の小径」周辺をご案内します。昔ながらの商店街もあって、思わずカメラのシャッターを押したくなります。 ★下車観光・ガイド案内  瀬戸市内自由昼食（瀬戸市） 
（イメージ） 

ご昼食は、瀬戸蔵ミュージアム周辺の商店街などでどうぞ。名古屋駅出発時、地元スタッフから昼食場所のご案内をさせていただきます。 ★自由昼食  文化のみち散策（名古屋市） 
 

瀬戸で焼かれた焼き物は、現在の名古屋市東区界隈に運ばれ、絵付けをされたあと、国内外に出荷されました。地元ガイドが当時を偲ばせるスポットを中心に、みなさまをご案内します。 ★下車観光・ガイド案内  ノリタケの森（名古屋市） 
 

その文化のみち周辺で絵付けを行っていた事業家のひとりが、森村市左衛門、現在のノリタケ創業者です。オールドノリタケと言えば、高級洋食器の代名詞。このノリタケの森では、ノリタケの美しい食器の数々を鑑賞できます。 ＊クラフトセンターとミュージアムは 17：00閉館となります。ショップは 18：00 まで営業しています。 ★下車観光・自由散策  



■コース番号１５ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■どうしてこんなカタチに！？地図に残る「水郷の不思議」を辿るブラリ旅どうしてこんなカタチに！？地図に残る「水郷の不思議」を辿るブラリ旅どうしてこんなカタチに！？地図に残る「水郷の不思議」を辿るブラリ旅どうしてこんなカタチに！？地図に残る「水郷の不思議」を辿るブラリ旅 愛知県西部、大小の河川が集まる海部地域には、地図上に不思議なカタチがたくさん。本ツアーでは、現地に出かけて、その秘密を探ります。人々の暮らしと川との関係がよくわかる、知的好奇心が満たされるブラリ旅をお楽しみください。 日程 10/27（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：15 発→→船頭平閘門・木曽川文庫 9：00/10：45→→道の駅立田ふれあいの里（自由昼食）11：00/11：35→→不思議な川の構造物見学 12：00/12：30→→天王川公園・堀田家住宅・津島神社13：00/14：30→→佐屋川創郷公園 15：15/15：30→→ＪＲ名古屋駅 16：30 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。道の駅立田ふれあいの里にて、各自でお召し上がりください。 ・本ツアーは、幅の狭い道路を通るため、マイクロバスでの催行となります。 ・不思議な川の構造物付近は足場が悪いので、歩きやすい靴（長靴がおすすめ）でご参加ください。なお、お足もとに不安がある方は近づけない場合がございます。 ・雨天の場合、不思議な川の構造物に近づけないことがございます。その場合は、車内からの見学となります。 最少催行人数 10 名 ※最大募集人数 20名 ※最大募集人数 20名 ※最大募集人数 20名 ※最大募集人数 20名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 500 円、小学生 300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、堀田家住宅入館代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：55 集合／8：15出発 船頭平閘門・木曽川文庫（愛西市）  木曽川と長良川を画する船頭平閘門を観光船が通過する様子を見学するとともに、木曽川文庫で、この地域の川の歴史を地元ガイドが解説します。 ★下車観光・ガイド案内 道の駅立田ふれあいの里（愛西市）  レンコンをはじめ、野菜生産が盛んな愛西の特産物が並ぶ道の駅立田ふれあいの里には、食事施設やお惣菜の売店があります。ご昼食は、こちらでの自由昼食となります。お弁当をご持参いただいて、ベンチやバス車内でお召し上がりいただくことも可能です。 ★自由昼食  不思議な川の構造物見学（愛西市） 
  木曽川に突き出す櫛状の構造物。これはいったいなに？ 地元ガイドと共に、現場に行って確かめます。さらに、通常、川の真ん中に引かれることが多い県境ですが、このあたりでは、なぜか木曽川から長良川へと県境が横断。どうしてこんなことになったのか、地元ガイドが解説します。 ★下車観光・ガイド案内 天王川公園・堀田家住宅・津島神社（津島市） 

  
津島のまちなかに、不思議な形をした池が。ここ天王川公園は、かつての川湊の跡地です。水上交通の要衝だった津島について、地元ガイドがご案内します。 ★下車観光・ガイド案内  佐屋川創郷公園（蟹江町） 

  
蛇行している川を直線的に分断して造られた日光川。どうしてこんな流路になったのか、地元ガイドの解説で見学します。 ★下車観光・ガイド案内 



■コース番号１６ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！ ■現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！ ■現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！ ■現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！ 桶狭間の戦い、長篠・設楽原の戦い、小牧・長久手の戦いの 3つの戦国合戦の地を巡りながら、信長・秀吉・家康による、天下統一への道を辿ります。それぞれの戦いの地を現地ガイドがご案内するほか、長篠・設楽原では、鉄砲隊による模擬演武や甲冑試着体験（料金別途）もお楽しみいただけます。 日程 11/2（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：00発→→桶狭間古戦場伝説地 9：45/10：45→→NEOPASA岡崎 11：30/12：30→→設楽原歴史資料館 13：15/14：15→→古戦場公園・長久手史跡巡り 15：30/17：00→→ＪＲ名古屋駅 18：00 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。NEOPASA岡崎にて、各自でお召し上がりください。 ・まちあるき（桶狭間古戦場伝説地約 40分＋設楽原周辺約 40分＋古戦場公園・長久手史跡巡り約 90分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 20 名 便利な宿泊地 バス降車後は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 800 円、小学生 300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、設楽原歴史資料館入館代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：40 集合／9：00出発 桶狭間古戦場伝説地（豊明市） 
 

桶狭間古戦場伝説地は 400 年以上前、3,000 の織田信長軍が 25,000 の今川義元軍を破るという「大金星」が起きた戦いの場として伝えられる場所です。その桶狭間の戦いを知り尽くした地元ガイドがご案内いたします。 ★下車観光・ガイド案内 NEOPASA岡崎（岡崎市） 
  

東海地区最大規模のサービスエリアには、多彩なお店がラインナップ。お好きな食事とお買い物をお楽しみください。 ★自由昼食・お買い物  設楽原歴史資料館（新城市） 
   

信長・家康連合軍と武田勝頼軍が戦った設楽原の戦い。その合戦場を望む丘の上にある設楽原歴史資料館を中心に、陣地跡や馬防柵を巡ります。さらに、鉄砲隊による模擬演武や甲冑試着体験（料金別途）もお楽しみいただけます。 ★下車観光・ガイド案内  古戦場公園・長久手史跡巡り（長久手市）  設楽原で勝利を収めた信長ですが、間もなく本能寺に斃れます。その後、跡目をめぐり、織田・徳川連合軍と羽柴秀吉軍が争うことになったのが小牧・長久手の戦い。長久手合戦では、織田・徳川連合軍が羽柴陣営を破りました。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号１７ ※NO.21 に同コース名古屋駅着発あり 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■紅葉バス③♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体紅葉バス③♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体紅葉バス③♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体紅葉バス③♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付験付験付験付き！（豊橋発着）き！（豊橋発着）き！（豊橋発着）き！（豊橋発着） 愛知県民にもあまり知られていない紅葉の穴場 2 スポットを巡ります。標高が高く、県内でも比較的早く色づくタカドヤ湿地で紅葉鑑賞したあとは、ちょうど新酒の仕込み時期を迎える酒蔵で、搾りたての試飲を。ご昼食後は、大井平公園の紅葉と中馬街道・稲武宿を散策。途中、新ゴボウを使ったお漬物工場で試食＆お買い物を楽しんでいただきます。 日程 11/2（土） コース内容 豊橋駅 8：00発→→タカドヤ湿地 10：30/11：30→→ほうらいせん吟醸工房 11：45/12：15→→かめや かヾ庵（昼食）・大井平公園と中馬街道・稲武宿散策 12：30/15：30→→道の駅どんぐりの里いなぶ（休憩・お買い物）15：30/15：50→→湯谷温泉※17：20 着→→豊橋駅 18：50 着 注意事項 ・道の駅どんぐりの里いなぶ、湯谷温泉で途中降車することも可能です。 ・※印が付いた場所は、お降りになるお客さまがいらっしゃらない場合、通過いたします。 ・タカドヤ湿地散策（約 60分）＋大井平公園と中馬街道・稲武宿散策（約 120分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 ※最大募集人数30名※最大募集人数30名※最大募集人数30名※最大募集人数30名 便利な宿泊地 バス降車後は、稲武や湯谷温泉、豊橋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 3,600 円、小学生 3,300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、ガイド案内代 ＪＲ・名鉄豊橋駅 ＪＲ線・名鉄線改札口前 7：45 集合／8：00出発 タカドヤ湿地（豊田市） 
 

黒田ダムへ向かう途中にある湿地で、隠れた紅葉スポット。静かな森の中、湿地の水面に映る紅葉の美しさは、思わず息を呑むほどです。 ★下車観光・ガイド案内 
ほうらいせん吟醸工房（豊田市） 

 
蓬莱泉で知られる関谷醸造の酒蔵です。ちょうどこの時期は新酒の仕込みが始まっており、搾りたての試飲をお楽しみいただきます。 ★下車観光・ガイド案内  かめや かヾ庵（豊田市） （イメージ） 道の駅どんぐりの里いなぶ近くのお食事処「かめや かヾ庵」で、地元グルメを含んだ創作料理の昼食をお楽しみください。（人数が多い場合は、昼食→散策と散策→昼食の 2班に分かれる場合がございます） ★昼食付き（小学生も同じお食事内容となります）   大井平公園と中馬街道・稲武宿散策（豊田市） 

 
名倉川沿いに、約 520 本のカエデやイロハモミジ、イチョウが植えられた大井平公園。川面に紅葉が映る美しい景観の中を地元ガイドとともに散策します。そのまま、中馬街道・稲武宿の風情ある町並みも散策。途中、新ゴボウを使ったお漬物の工場に立ち寄り、試食とお買い物を楽しんでいただきます。 ★下車観光・ガイド案内  道の駅どんぐりの里いなぶ（豊田市） 

 
散策後は道の駅でトイレ休憩とお買い物。稲武でとれるおいしいお米・ミネアサヒから山里ならではの特産品まで、稲武ならではのおみやげをお選びください。 ★休憩・お買い物 



■コース番号１８ ※NO.12 に同コース（キャベツ orフラワーアレンジメント編）あり 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（旬の野菜編）たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（旬の野菜編）たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（旬の野菜編）たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検で！（旬の野菜編） 工業が盛んな愛知県、実は全国有数の農業産出高を誇る農業県でもあります。特に田原市は、市町村別の農業産出高で日本一！そんな田原市で、実りの秋を実感する収穫体験を楽しむツアーがこちらです。旬の野菜の収穫体験とトロピカルフルーツのジャングル探検は、お子さま連れはもちろん、大人だけでも楽しめること間違いなし！ ぜひご参加ください。 日程 11/2（土） コース内容 豊橋駅 11：20 発→→道の駅 田原めっくんはうす（自由昼食）12：20/13：20→→パッチファーム 旬の野菜収穫体験 13：50/15：20→→道の駅 あかばねロコステーション 15：30/16：30→→小川農園 トロピカルフルーツのジャングル探検 17：00/17：30→→（道の駅 たはらめっくんはうすでトイレ休憩）→→豊橋駅 19：15 着 注意事項 ・雨の場合、旬の野菜の収穫体験が実施できないため、ツアー自体を中止いたします。その場合は、前・雨の場合、旬の野菜の収穫体験が実施できないため、ツアー自体を中止いたします。その場合は、前・雨の場合、旬の野菜の収穫体験が実施できないため、ツアー自体を中止いたします。その場合は、前・雨の場合、旬の野菜の収穫体験が実施できないため、ツアー自体を中止いたします。その場合は、前日の 11/1（金）午後 1 時ごろにご参加の皆様にご連絡し、ツアー代金は、後日、無手数料で払い戻しい日の 11/1（金）午後 1 時ごろにご参加の皆様にご連絡し、ツアー代金は、後日、無手数料で払い戻しい日の 11/1（金）午後 1 時ごろにご参加の皆様にご連絡し、ツアー代金は、後日、無手数料で払い戻しい日の 11/1（金）午後 1 時ごろにご参加の皆様にご連絡し、ツアー代金は、後日、無手数料で払い戻しいたします。 たします。 たします。 たします。 ・昼食は含まれていません。道の駅 田原めっくんはうすにて、各自でお召し上がりください。 ・体験で収穫した農産物のお土産があります。 ・農場での体験となりますので、汚れてもいい長靴（または動きやすい靴）・服装・タオル・軍手をお持ちください。 ・トロピカルフルーツのジャングル探検は、ヒールでのご参加はご遠慮ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車後は豊橋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 3,900 円、小学生 1,600 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、野菜収穫体験代、ジャングル探検代 ＪＲ・名鉄豊橋駅 ＪＲ線・名鉄線改札口前 11：05 集合／11：20 出発 道の駅 田原めっくんはうす（田原市） 
 

ご昼食は、レストランはもちろん、ファストフードやパンのお店も揃っている田原めっくんはうすにて。お弁当を持参し、無料休憩所で召し上がることも可能です（座席が満席の際は、バス車内等でお召し上がりください）。 ★自由昼食・お買い物  パッチファーム 旬の野菜収穫体験（田原市）  年間５０種類ほどの旬の野菜を、栽培期間中、農薬を使わず、有機肥料で育てているパッチファーム。風の音や鳥のさえずり、時には牛の鳴き声など、自然の音を聞きながら秋の味覚を収穫していただきます。あまり見かけない間引き野菜も収穫して、野菜の成長過程もお楽しみください。旬の野菜は成長状況により異なり、本ツアーでは、かぼちゃ、さつまいも、人参のいずれかを予定しています。間引き野菜は、人参、大根、かぶのいずれかの予定です。 ★収穫体験 道の駅 あかばねロコステーション（田原市） 
 

お買い物とトイレ休憩で立ち寄ります。地元の果物や海産物、鉢花などのお買い物をお楽しみください。「花の生産日本一」の田原市の花も購入できます。 ★休憩・お買い物  小川農園 トロピカルフルーツのジャングル探検（田原市）  マンゴーやライチなど、約５０種類のトロピカルフルーツの木々に囲まれた迷路のような温室内を探検します。まるで、インドネシア・バリ島の森にいるような体験をお楽しみください。園長がトロピカルフルーツの話を語りながらご案内します。トロピカルジュース付きです。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号１９ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「■食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「■食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「■食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「文化文化文化文化の日」編 の日」編 の日」編 の日」編 知多半島と言えば、農産物や醸造など、食の宝庫でもあります。そこで、このコースでは、全国一の生産量を誇る東海市のフキや、醸造業や海運業で活躍した中埜半六家ゆかりの住宅などを巡ります。ご昼食は、知多半島の食材を中心にした食事を楽しめる阿久比 PAでどうぞ。また、住民参加型菊花展で日本一と認められた阿久比町の菊花展にも立ち寄ります。 日程 11/3（日・祝） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：45発→→大倉公園 9：30/10：30→→ダイニチ食品・おふくろ庵 11：00/11：30→→みんなの菊花展（阿久比ふれあいの森）12：00/12：40→→阿久比 PA「愛知多の種～大地の種」（自由昼食）13：00/14：00→→旧中埜家住宅 14：30/15：45→→ＪＲ名古屋駅 17：00 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。阿久比 PAにて、各自でお召し上がりください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）や降車後は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 500 円、小学生 300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：25 集合／8：45出発 大倉公園（大府市）  日本陶器（現㈱ノリタケカンパニーリミテド）の初代社長大倉和親の別荘として、大正 10年に築造され、別邸と迎賓館的役割を果たしていました。約 1.7haの日本風庭園で、茅葺門と休憩棟は国の登録有形文化財に指定されています。休憩棟には、戦時中に作られたとされる鉄筋コンクリート造の防空壕が現存しています。当日は、現地ガイドがご案内します。 ★下車観光・ガイド案内  ダイニチ食品・おふくろ庵（東海市）  野菜の生産が盛んな知多半島、中でも東海市のフキは全国一の生産量を誇ります。フキをはじめとするお漬物・お惣菜の直売所で、お買い物をお楽しみください。 ★下車観光・お買い物  みんなの菊花展（阿久比町）  昭和 62年の国土庁監修「全国市町村なんでも日本一辞典」で住民参加型菊花展では日本一と認められました。平成、令和へと受け継がれ、農とふれあいの阿久比の秋の花企画です。 ★下車観光・自由散策  阿久比 PA「愛知多の種～大地の種」（阿久比町）   2018 年夏、新しく生まれ変わった阿久比パーキングエリア。世界の料理人 1000 人にも選ばれる、奥田政行氏の理論が詰まったイタリアンレストランや、日本料理人・笠原将弘氏のおにぎり屋など、知多半島の食材を使ったおいしいランチを各自でお召し上がりください。 ★自由昼食  旧中埜家住宅（半田市）  江戸時代から海運業、醸造業で富を築いた中埜半六家の第 10 代が明治44 年に別荘として建てた洋風住宅。3 年余の保存修理を終え、平成 29年より、文化の日に特別公開を実施しています。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号２０ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

 

■高高高高さ 25mさ 25mさ 25mさ 25mの工の工の工の工事用事用事用事用道道道道路路路路をををを通行通行通行通行！！！！設楽設楽設楽設楽ダダダダムムムム工工工工事事事事現場見現場見現場見現場見学学学学と「花と「花と「花と「花祭祭祭祭」も観られる東」も観られる東」も観られる東」も観られる東栄栄栄栄フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    完成すれば、総貯水容量 9,800万立方 m、高さ約 129mにもなる設楽ダムの工事現場を見学！ 地上 25mの工事用道路から川を眺めたり、現地係員が工事の様子をわかりやすく解説してくれます。五平餅と鮎の塩焼きをメインにしたご昼食をお楽しみいただいたあとは、冬の奥三河の民俗芸能「花祭」をひと足早く鑑賞できる「東栄フェスティバル」会場にも立ち寄ります。 日程 11/3（日・祝） コース内容 ＪＲ名古屋駅 7：30発→→設楽ダム工事現場見学 9：45/11：15→→八雲苑（昼食）11：50/12：30→→東栄フェスティバル 13：30/15：30→→湯谷温泉※16：15 着→→もっくる新城 16：50/17：10→→ＪＲ名古屋駅 19：10 着 注意事項 ・設楽ダム工事現場は足場の悪いところもありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 ・湯谷温泉は、お降りになるお客さまがいらっしゃらない場合、通過いたします。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 バス降車後は、湯谷温泉や名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 2,200 円、小学生 1,800 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：10 集合／7：30出発 設楽ダム工事現場見学（設楽町）  設楽ダム工事現場では、ダム本体工事はもちろん、付替道路の工事現場や、さらには縄文から近代までの集落跡・遺構をガイドがご案内します。 ★下車観光・ガイド案内 
八雲苑（設楽町） 

  （イメージ） 
奥三河の代表的な味覚である五平餅と鮎の塩焼きの両方が楽しめる欲張りなセットメニューをご提供。ミニうどん orそば付です。 ★昼食付き 

東栄フェスティバル（東栄町）    国指定重要無形民俗文化財「花祭」シーズン直前に、東栄町内の保存会による花祭のダイジェストをはじめ、三遠南信地区の民俗芸能をご覧いただけます。 ★下車観光・自由見学  もっくる新城（新城市）  奥三河の特産品が揃う道の駅もっくる新城で休憩します。お買い物をお楽しみください。 ★お買い物 



■コース番号２１ ※NO.17 に同コース豊橋駅発着あり 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

■紅葉バス紅葉バス紅葉バス紅葉バス④④④④♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付験付験付験付き！（名古屋発着）き！（名古屋発着）き！（名古屋発着）き！（名古屋発着） 愛知県民にもあまり知られていない紅葉の穴場 2 スポットを巡ります。標高が高く、県内でも比較的早く色づくタカドヤ湿地で紅葉鑑賞したあとは、ちょうど新酒の仕込み時期を迎える酒蔵で、搾りたての試飲を。ご昼食後は、大井平公園の紅葉と中馬街道・稲武宿を散策。途中、新ゴボウを使ったお漬物工場で試食＆お買い物を楽しんでいただきます。 日程 11/9（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：00 発→→タカドヤ湿地 10：00/11：00→→ほうらいせん吟醸工房 11：15/11：45→→地材料理 山武 （昼食）12：00/13：00→→大井平公園と中馬街道・稲武宿散策 13：00/15：00→→道の駅どんぐりの里いなぶ（休憩・お買い物）※15：00/15：20→→ＪＲ名古屋駅 17：20 着 注意事項 ・道の駅どんぐりの里いなぶで途中降車することも可能です。途中降車の場合でも、旅行代金に変更はありません。 ・タカドヤ湿地散策（約 60分）＋大井平公園と中馬街道・稲武宿散策（約 120分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 ※最大募集人数35名※最大募集人数35名※最大募集人数35名※最大募集人数35名 便利な宿泊地 バス降車後は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 稲武でお泊りの場合は、道の駅どんぐりの里いなぶで途中降車することが可能です。 ご旅行代金 大人 3,600 円、小学生 3,300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、ガイド案内代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：40 集合／8：00出発 タカドヤ湿地（豊田市） 
 

黒田ダムへ向かう途中にある湿地で、隠れた紅葉スポットを地元ガイドがご案内。静かな森の中、湿地の水面に映る紅葉の美しさは、思わず息を呑むほどです。 ★下車観光・ガイド案内  ほうらいせん吟醸工房（豊田市） 
 

蓬莱泉で知られる関谷醸造の酒蔵です。ちょうどこの時期は新酒の仕込みが始まっており、搾りたての試飲をお楽しみいただきます。 ★下車観光・自由散策  地材料理 山武 （豊田市） （イメージ） 道の駅どんぐりの里いなぶ近くのお食事処「地材料理 山武 （やまぶき）」で、地元食材を使った紅葉弁当の昼食をお楽しみください。ほうらいせんのお酒付です。 ★昼食付き（小学生も同じお食事内容となります）   大井平公園と中馬街道・稲武宿散策（豊田市） 
 

名倉川沿いに、約 520 本のカエデやイロハモミジ、イチョウが植えられた大井平公園。川面に紅葉が映る美しい景観の中を地元ガイドとともに散策します。そのまま、中馬街道・稲武宿の風情ある町並みも散策。途中、新ゴボウを使ったお漬物の工場に立ち寄り、試食とお買い物を楽しんでいただきます。 ★下車観光・ガイド案内  道の駅どんぐりの里いなぶ（豊田市） 
 

散策後は道の駅でトイレ休憩とお買い物。稲武でとれるおいしいお米・ミネアサヒから山里ならではの特産品まで、稲武ならではのおみやげをお選びください。 ★休憩・お買い物 



■コース番号２２ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■実は実は実は実は愛知愛知愛知愛知はははは酒どこ酒どこ酒どこ酒どころろろろ！！！！尾張尾張尾張尾張の酒蔵巡り、の酒蔵巡り、の酒蔵巡り、の酒蔵巡り、オオオオリジナル日本酒づくり体リジナル日本酒づくり体リジナル日本酒づくり体リジナル日本酒づくり体験験験験も！も！も！も！ 40 を超える酒蔵があって、酒造りが盛んな愛知県。本ツアーでは、尾張地方の 4蔵を巡ります。そして、なんと日本酒づくり体験もできるというスペシャルな企画付き。途中、ユネスコ無形文化遺産「須成祭」関連スポットにも立ち寄る、盛りだくさんのツアーです。 日程 11/10（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：15発→→甘強酒造 9：00/10：00→→蟹江町観光交流センター「祭人」10：20/11：00→→山田酒造 11：15/12：15→→和食にわ（昼食）13：00/13：40→→勲碧酒造 14:00/15:00→→金銀花酒造16：00/17：00→→ＪＲ名古屋駅 18：00 着 注意事項 ・本コースのご参加は、20 歳以上の方に限定20歳以上の方に限定20歳以上の方に限定20歳以上の方に限定させていただきます。 ・お酒の試飲をされた方は名古屋駅到着後、お車等の運転はご遠慮ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 6,500 円（販売手数料 15％） ※20歳以上の方限定 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、オリジナル日本酒造り体験代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：55 集合／8：15出発 甘強酒造（蟹江町） 
 

みりんで有名な甘強酒造は、「四天王」や「長春」など、素晴らしい酒も造っています。登録有形文化財建造物のみりん工場や旧本社事務所にも注目です。酒蔵見学と試飲、お買い物をお楽しみください。 ★下車観光・ガイド案内・お買い物  蟹江町観光交流センター「祭人」（蟹江町） 
  

ユネスコ無形文化遺産「山車・鉾・屋台行事」のひとつである「須成祭」の様子がわかるミュージアム「祭人」と奉納される富吉建速神社・八劔社を地元ガイドがご案内します。お立ち寄り時に、当日限りカフェスペースにて、ドリンクに使用できる百円チケットプレゼントあり。 ★下車観光・ガイド案内  山田酒造（蟹江町） 
 

創業は明治 4年 清酒「醉泉」、清酒「最愛」の銘柄で品質本位、顧客第一を経営理念としている蔵です。最近は、ロックバンド「ベビーメタル」の聖地となっています。酒蔵見学と試飲、お買い物をお楽しみください。 ★下車観光・ガイド案内・お買い物   和食にわ（岩倉市） 
  （親子丼イメージ）    （鍋イメージ） 

名古屋コーチンの生産地のひとつである岩倉で、純系名古屋コーチンを使ったお料理をご賞味ください。お申し込み時に、「自分で作るコーチお申し込み時に、「自分で作るコーチお申し込み時に、「自分で作るコーチお申し込み時に、「自分で作るコーチン鍋」「名古屋コーチンの親子丼」のどちらかをお選びください。ン鍋」「名古屋コーチンの親子丼」のどちらかをお選びください。ン鍋」「名古屋コーチンの親子丼」のどちらかをお選びください。ン鍋」「名古屋コーチンの親子丼」のどちらかをお選びください。鶏が苦手な方は、「幕の内弁当」「幕の内弁当」「幕の内弁当」「幕の内弁当」もご用意可能です。 ★昼食付き（料理は要事前選択となります）  勲碧酒造（江南市）  水と酵母にこだわっている酒蔵。木曽川伏流水と 10号酵母のみを使用して、昔ながらの手造りで醸しています。酒蔵見学と試飲、お買い物をお楽しみください。 ★下車観光・ガイド案内・お買い物  金銀花酒造（一宮市） 
 

こちらでは、なんとオリジナルの日本酒造り体験をお楽しみいただきます。通常の製造工程を簡略化し、多くの人が楽しめるように工夫を凝らした体験メニュー。仕込みから 2 週間後にご自宅にお届けします（送料・箱代別途要）。もちろん、試飲、お買い物もお楽しみください。 ★下車観光・ガイド案内・体験・お買い物  



■コース番号２３ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■豊■豊■豊■豊川川川川稲稲稲稲荷荷荷荷秋秋秋秋季大祭季大祭季大祭季大祭＆ま＆ま＆ま＆まぐろぐろぐろぐろ解体ショーと解体ショーと解体ショーと解体ショーとセセセセリ体リ体リ体リ体験験験験！  ！  ！  ！  旧海軍の機銃などの生産工場があった豊川海軍工廠平和公園を見学後、パワースポットとしても人気の豊川稲荷にご参拝。観光ボランティアガイドがその魅力をご紹介します。当日は、秋季大祭が開かれているので、たくさんの出店も出ている門前町でご昼食を。その後、旧東海道赤坂宿の旅籠をご見学いただき、蒲郡ではまぐろ解体ショーとセリ体験をお楽しみください。 日程 11/16（土） コース内容 豊橋駅 8：15発→→豊川海軍工廠平和公園 9：00/10：30→→豊川稲荷（自由昼食）10：45/13：15→→東海道旅籠大橋屋・JAひまわりグリーンセンター音羽 13：45/14：30→→味のヤマスイ山本水産 15：20/16：10→→名鉄西浦駅（西浦温泉無料送迎バス接続）※16：20 着→→形原温泉（ロータリー・金平町）※16：35 着→→蒲郡駅（南口ロータリー）※16：55 着→→蒲郡温泉（竹島園地バス駐車場）※17：00 着→→三谷温泉（観光案内所前）※17：15 着→→豊橋駅 18：00 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。豊川稲荷門前町等にて、各自でお召し上がりください。 ・※印が付いた場所は、お降りになるお客さまがいらっしゃらない場合、通過いたします。 ・温泉地の各降車場所は、宿前ではございません。 最少催行人数 25 名 便利な宿泊地 バス降車後は、蒲郡市温泉郷（西浦温泉・形原温泉・蒲郡温泉・三谷温泉）や豊橋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 2,000 円、小学生 1,600 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、マグロ解体ショー・セリ体験代 ＪＲ・名鉄豊橋駅 ＪＲ線・名鉄線改札口前 8：00 集合／8：15出発 豊川海軍工廠平和公園（豊川市） 
 

日本海軍の兵器生産の場として戦争の一舞台であった、かつて東洋一の兵器工場とも称された豊川海軍工廠を語り継ぎボランティアがご案内します。火薬庫や信管置場などの当時を偲ぶ遺構、海軍工廠の歴史について学ぶ平和交流館などをご見学いただきます。 ★下車観光・ガイド案内   豊川稲荷（豊川市） 
 

観光ボランティアガイドが本殿だけでなく、1,000 体以上の狐の石像が並ぶ霊孤塚や奥の院までご案内。ご昼食は、100以上の店舗が軒を連ねる門前町で名物「豊川いなり寿司」などをご賞味ください。当日は、秋季大祭を開催中で、参道には出店も出ています。ご案内後に自由昼食となります。 ★下車観光・自由昼食 東海道旅籠大橋屋（豊川市） 
 

東海道赤坂宿に残る大橋屋（旧旅籠鯉屋）。江戸時代の旅籠屋で、1809年の赤坂宿の大火以降の建築といわれ、江戸時代の旅籠屋として佇まいをよく残している建物を地元ボランティアガイドがご案内します。 ★下車観光・ガイド案内  JAひまわりグリーンセンター音羽（豊川市） 
 

「新鮮で安くて安全な農産物」をテーマに、年間を通してお客様が望む農産物を提供しています。珍しい農産物が出荷されることもあり、新しい発見と豊川の旬をお届けしています。新鮮な農産物やお花のお買い物をお楽しみください。 ★お買い物 味のヤマスイ 山本水産（蒲郡市） 
 

お客さまの目の前でまぐろの解体ショーを開催！その後、解体したてのまぐろでセリを体験していただきます。通常、3,000 円ほどのまぐろブロックを 100 円からセリスタート！ ★体験・お買い物  



■コース番号２４ ※NO.02 に同ツアーＡコースあり 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアー地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアー地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアー地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーＢＢＢＢ 醸造文化が盛んな地域をつなぐ「竜の子街道」（常滑市・半田市・碧南市・西尾市）を巡るコース。お楽しみは何といっても、醸造品を活かしたビュッフェと地酒飲み放題のご昼食。さらに、本コースでは、抹茶の生産量が全国トップクラスの西尾で開催される「全国お茶まつり」や、かつて日本を代表するビールの一つだった「カブトビール」の醸造工場を活かした半田赤レンガ建物、最後は常滑やきもの散歩道のガイドツアーと盛り沢山の内容です。 日程 11/16（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：45 発→→全国お茶まつり 10：50/12：00→→衣浦グランドホテル（昼食）12：20/13：30→→半田赤レンガ建物 13：50/15：10→→やきもの散歩道 15：30/17：00→→ＪＲ名古屋駅 18：15 着 注意事項 ・やきもの散歩道の散策（約 70分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。やきもの散歩道は、坂が多くなっております。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス降車後は、名古屋市内のお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 3,300 円、小学生 1,800 円、3才以上幼児 700 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、半田赤レンガ建物常設展示室入場代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 9：25 集合／9：45出発 全国お茶まつり（西尾市）  西尾市歴史公園周辺で開催される全国お茶まつり。当日限定抹茶スイーツの販売や、伝統的な抹茶だけでなく世界での抹茶の楽しみ方を体験できます。 ★下車観光・自由散策    衣浦グランドホテル（碧南市）  竜の子街道が誇る醸造品を活かしたメニューを含んだ「約 50種類のスペシャルビュッフェ」付きとなります。竜の子街道の誇る日本酒を好きなだけお楽しみください。 ★昼食付き／ランチブッフェ    半田赤レンガ建物（半田市）  1898年、「カブトビール」の製造工場として建てられた建物内にある常設展示室をご覧いただきます。1900 年のパリ万博で金牌を受賞し、世界にその味が認められた本格派ドイツビール。明治、大正時代のレシピを元に復刻した生カブトビールがオススメです。10/12 はドイツフェスティバル開催中！ 半田赤レンガ建物クリアファイルプレゼント ★下車観光・自由散策  やきもの散歩道（常滑市）  どこか懐かしい、レンガ造りの煙突や登窯、黒塀の工場…昔の土管や焼酎瓶が積まれた「土管坂」は、独特の雰囲気。最近は、古いやきもの工場を再生したアトリエやギャラリーが新しい魅力を発信しています。地元ガイドがご案内いたします。散策後は常滑市陶磁器会館にてお買い物も楽しめます。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号２５ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■紅葉バス⑤♪カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路紅葉バス⑤♪カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路紅葉バス⑤♪カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路紅葉バス⑤♪カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路 ゆったりした山里の時間が流れる愛知県設楽町田峯地区。集落を見渡す高台にある田峰観音や天空の山城・田峯城を地元ガイドがご案内します。その後、紅葉と桜の競演が見事な小原四季桜を鑑賞し、国内有数の紅葉名所・香嵐渓へ。コースを通じて、写真映えするスポットが続きます。 日程 11/17（日）・11/24（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 7：30発→→湯谷温泉駅※9：30 発→→田峯観音・田峯城・田峯地区散策（昼食）10：20/13：00→→小原四季桜（川見）15：20/15：50→→香嵐渓 17：00/18：00→→ＪＲ名古屋駅 19：30 着 注意事項 ・湯谷温泉駅で途中乗車することが可能です（乗車されるお客さまがいらっしゃらない場合は、通過いたします）。 ・徒歩移動（田峯まち歩き約 90分＋小原四季桜自由散策約 30分＋香嵐渓自由散策約 60分）がございますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内や湯谷温泉でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 2,500 円、小学生 2,000 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、田峯城入館代、昼食代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：10 集合／7：30出発 田峯地区散策（設楽町）   むかし懐かしい山里の集落を地元ガイドのご案内で歩きます。田峰観音や天空の山城・田峯城などのみどころをめぐります。 ★下車観光・ガイド案内  名物大五平餅と限定だみねそばのご昼食（設楽町） 
（イメージ） 

散策後は、集落を見渡す高台で、名物大五平餅と限定だみねそばをお召し上がりください。 ★昼食付き  小原四季桜（豊田市・川見地区）   紅葉と桜の美しいコントラストに思わず目を見張ってしまう絶景スポットです。 ★下車観光・自由散策 香嵐渓（豊田市） 
 

国内有数の紅葉の名所「香嵐渓」をお楽しみください。 ★下車観光・自由散策 



■コース番号２６ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

 

■紅葉バス紅葉バス紅葉バス紅葉バス⑥⑥⑥⑥♪♪♪♪旧旧旧旧東海道東海道東海道東海道二川二川二川二川宿散策＆豊橋のもみじ寺・宿散策＆豊橋のもみじ寺・宿散策＆豊橋のもみじ寺・宿散策＆豊橋のもみじ寺・普門普門普門普門寺、寺、寺、寺、大迫力大迫力大迫力大迫力の豊橋の豊橋の豊橋の豊橋手筒手筒手筒手筒花花花花火火火火鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞 旧街道の面影が残る二川宿を散策した後、紅葉と桜を同時に観られる普門寺を経て、最後は大迫力の豊橋手筒花火を鑑賞するコース。豊橋駅到着後、豊橋市内はもちろん、蒲郡市温泉郷でのお泊りも可能です。 日程 11/22（金）・11/24（日） コース内容 豊橋駅 11：30 発→→旧東海道二川宿散策 12：00/13：30→→普門寺 13：50/15：00→→有楽製菓 15：20/15：40→→豊橋手筒花火鑑賞 16：20/18：00→→豊橋駅 18：30 着 注意事項 ・昼食は含まれておりません。ご昼食をお済ませの上、ご乗車いただくか、お弁当等をご購入の上、車内でお召し上がりください。 ・まちあるき（約 90分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス降車後は、豊橋市内はもちろん、JR線に乗り継いで、蒲郡市温泉郷でのお泊りも便利です。 ご旅行代金 大人 1,000 円、小学生 300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、二川宿本陣資料館入館代、 ＪＲ・名鉄豊橋駅 ＪＲ線・名鉄線改札口前 11：15 集合／11：30 出発 旧東海道二川宿散策（豊橋市） 
  

旧街道の面影を残す二川宿本陣資料館や商家「駒屋」などを地元ガイドがご案内します。 ★下車観光・ガイド案内   普門寺（豊橋市） 
  

行基開山と伝えられる紅葉の名所。ヒマラヤザクラとの競演が見事です。11/24 便は、「普門寺もみじ祭り」期間中のため、収蔵庫（国・重要文化財）のご開帳があり、特別に拝観することができます。 なお、11/22 便でも、周遊バスご乗車の方に限り、特別に収蔵庫の御開帳をしていただけるため、周遊バスご乗車の方は特別に拝観可能です。 ★下車観光・自由散策  有楽製菓（豊橋市） 
 

全国的にも有名なお菓子「ブラックサンダー」を工場直営売店でお買い物。 ★下車観光・お買い物  豊橋手筒花火鑑賞（豊橋市） 
 

通常、決まった祭礼の日にしか見られない迫力の手筒花火を特別に鑑賞できます！ ★下車観光・吉田城横広場のイベントに参加 



■コース番号２７ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■国宝国宝国宝国宝犬犬犬犬山山山山城城城城＆＆＆＆秀吉秀吉秀吉秀吉家家家家臣団ゆ臣団ゆ臣団ゆ臣団ゆかりの地を巡る武かりの地を巡る武かりの地を巡る武かりの地を巡る武将好将好将好将好き必見ツアーき必見ツアーき必見ツアーき必見ツアー 信長・秀吉・家康を生んだ愛知の地は、彼らの配下にあった多くの武将の生誕地でもあります。このツアーでは、特に秀吉配下の武将たちゆかりの地を次々と巡ります。大河ドラマの主役になった武将から、主役とはならずも脇役として、いくつもの大河ドラマに登場していた武将まで、さすが、「武将のふるさと愛知」を実感できる内容です。 日程 11/23（土・祝） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：15発→→名古屋市秀吉清正記念館 9：30/10：00→→菊泉院 10：30/11：00（徒歩移動含む）→→蓮華寺 11：10/11：40（徒歩移動含む）→→（車内お弁当）→→山内一豊誕生地碑 12：50/13：30（徒歩移動含む）→→堀尾跡公園・堀尾吉晴邸趾 14：00/14：30（徒歩移動含む）→→国宝犬山城 15：20/17：00→→ＪＲ名古屋駅 18：20 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。各自にてご用意の上、移動中の車内にてお召し上がりください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）や乗車後は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 1,000 円、小学生 300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、犬山城入館代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：55 集合／9：15出発 名古屋市秀吉清正記念館（名古屋市）  豊臣秀吉と加藤清正に関する資料を収集し、展示する歴史博物館。旅の始まりに際し、学芸員さんが秀吉とその家臣たちについて、簡単にご紹介します。 ★下車観光・ガイド案内 菊泉院（あま市） 
 

福島正則の墓所がある菊泉院を訪れます。近くの福島正則生誕の地とともに、地元ガイドが解説します。 ★下車観光・ガイド案内  蓮華寺（あま市） 
 

蜂須賀小六の菩提寺である蓮華寺。仁王門は、小六の子・家政の寄進と言われています。地元ガイドが解説します。 ★下車観光・ガイド案内  山内一豊誕生地碑（岩倉市）  生田神明社にある山内一豊公誕生地碑を訪ねます。現地では、地元ガイドが解説します。 ★下車観光・ガイド案内  堀尾跡公園・堀尾吉晴邸趾（大口町）  堀尾吉晴をはじめとした堀尾氏累代の邸宅跡があったと伝えられる八劔社周辺を訪れます。現地では、地元ガイドが解説します。 ★下車観光・ガイド案内 国宝犬山城（犬山市）  最後に訪れるのは、国宝犬山城。小牧・長久手の戦いで、池田恒興が織田方から奪取し、秀吉方の重要拠点となりました。地元ガイドがご案内します。 ★下車観光・ガイド案内 ※国宝犬山城は、保存修理工事中のため、  11/23時点で、外観の一部が見えない予定です（入場は可能です）。 



■コース番号２８ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■紅葉バス■紅葉バス■紅葉バス■紅葉バス⑦⑦⑦⑦♪愛♪愛♪愛♪愛岐岐岐岐トンネルトンネルトンネルトンネル群群群群＆＆＆＆定光定光定光定光寺の寺の寺の寺の絶景絶景絶景絶景紅葉と紅葉と紅葉と紅葉と文明文明文明文明開開開開化化化化のののの錦絵錦絵錦絵錦絵＆古＆古＆古＆古陶陶陶陶器鑑賞 器鑑賞 器鑑賞 器鑑賞 昨今、紅葉スポットとして大人気となっている愛岐トンネル群と、2 つの重要文化財を有し、紅葉と伽藍との調和が美しい定光寺の 2 か所の巡る欲張りツアー。さらに、教科書で見たことがある、文明開化当時の錦絵 600点や貴重な古陶器などを収蔵する美術館にも訪れ、深まる秋を文化の薫り高く堪能。ご昼食は、瀬戸で「ゴモ」と呼ばれる五目めしをご賞味ください。 日程 11/24（日）・12/1（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：00発→→愛岐トンネル群 10：00/12：00→→名代五目めし 四季乃舎（昼食）12：20/13：20→→定光寺 13：40/14：30→→マスプロ美術館 15：45/16：35→→ＪＲ名古屋駅 17：20 着 注意事項 ・愛岐トンネル群の中は砂利道が多いので、歩きやすい靴でご参加ください。また、トンネル内は暗いので、心配な方は懐中電灯をお持ちください。 ・愛岐トンネル群は、ふだんは非公開のため、トイレの設備状況がよくありません。名古屋駅出発前にお手洗いをお済ませください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 3,800 円、小学生 3,200 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、愛岐トンネル群入場保険代、昼食代、定光寺源敬公廟拝観代、マスプロ美術館入館代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：40 集合／9：00出発 愛岐トンネル群（春日井市） 
 

日本三大廃線トンネル群のひとつ、愛岐トンネル群。旧国鉄の廃線跡に広がる紅葉の森はもちろん、足元を流れる土岐川とのコントラストにも、思わず目を奪われ、シャッターを押さずにはいられません。歩きやすい靴で散策をお楽しみください。 ★下車観光・自由散策  名代五目めし 四季乃舎（瀬戸市） 
（イメージ） 

むかし、瀬戸では、やきものの窯入れや窯出しの時に、地元で「ゴモ」と呼ばれる五目めしをいただいていたとか。本ツアーでは、当時の窯元を再現したお店で、伝統の五目めしをいただきます。 ★昼食付き／五目めし 黄瀬戸(きぜと)  定光寺（瀬戸市） 
 

愛知県でも屈指の紅葉の名所を地元ガイドがご案内。尾張徳川家の藩祖・義直公の廟所である源敬公廟（げんけいこうびょう）には左甚五郎作と伝えられる彫刻があるほか、室町時代後期の建築である本堂（通称・無為殿）も見事。ともに国の重要文化財です。そんな境内を彩る紅葉をぜひお楽しみください。 ★下車観光・ガイド案内  マスプロ美術館（日進市） 
 

浮世絵（錦絵）と陶磁器のコレクションが見事な美術館です。錦絵は、江戸末期から文明開化のころを描いたものが中心で、教科書などで見たことがあるような光景がたくさん登場します。また、陶磁器では、歴史的に大変貴重とされる青磁輪花茶碗「鎹 (馬蝗絆)」などを展示しています。美術館ガイドがご案内いたします。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号２９ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■黄葉バス♪幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウのまち散策とキリンビール工場見学（試飲付）黄葉バス♪幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウのまち散策とキリンビール工場見学（試飲付）黄葉バス♪幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウのまち散策とキリンビール工場見学（試飲付）黄葉バス♪幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウのまち散策とキリンビール工場見学（試飲付） パリを中心に活躍した画家・荻須高徳の作品でパリの空気に触れたあと、町全体が黄金色に包まれる「そぶえイチョウ黄葉まつり」へ。写真映えする景観と特産のぎんなんを使った料理をご堪能ください。最後は、「キリン一番搾り」ができるまでの工程を楽しく紹介してくれる工場見学にご案内します。 日程 11/24（日）・12/1（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：30 発→→荻須記念美術館 9：30/10：15→→そぶえイチョウ黄葉まつり 10：45/11：50→→びやす本店（昼食）12：00/12：45→→善光寺東海別院 12：50/13：30→→キリンビール名古屋工場15：00/16：30→→ＪＲ名古屋駅 17：00 着 注意事項 ・まちあるき（そぶえイチョウ黄葉まつり・約 65分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 4,500 円、小学生 1,500 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、荻須美術館入館代、昼食代、善光寺東海別院戒壇めぐり拝観代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：10 集合／8：30出発 荻須記念美術館（稲沢市） 
 

稲沢市出身で、パリを中心に活躍した画家・荻須高徳の作品を収蔵する美術館です。パリの雰囲気にひたってください。 ★下車観光・自由散策 
そぶえイチョウ黄葉まつり（稲沢市） 

 
約 11,000 本ものイチョウが色づく銀杏の郷「そぶえ」。写真映えする景観の中を散策していただきます。まつり期間中は、特産の銀杏のお買い物も楽しみです。 ★下車観光・ガイド案内 びやす本店（稲沢市） 

（イメージ） 
銀杏を使ったおこわや天ぷら、ぎんなんなどの「祖父江ギンナン懐石風弁当」のご昼食をお召し上がりください。小学生のお子様はお子様ランチとなります。 ★昼食付き  善光寺東海別院（稲沢市） 

 
信州善光寺より善光寺如来様を勧請して創立。戒壇めぐりもお楽しみいただけます。 ★下車観光・自由散策  キリンビール名古屋工場（清須市） 

 
「キリン一番搾りおいしさの秘密発見ツアー」で一番搾り麦汁と二番搾り麦汁の飲み比べなどを体験！ ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号３０ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■竜の子街道五蔵巡り＋竜の子街道五蔵巡り＋竜の子街道五蔵巡り＋竜の子街道五蔵巡り＋“当“当“当“当日日日日限定”限定”限定”限定”竜の子みりんランチ♪竜の子みりんランチ♪竜の子みりんランチ♪竜の子みりんランチ♪ 醸造文化が盛んな地域をつなぐ「竜の子街道」（常滑市・半田市・碧南市・西尾市）を巡るコース。こちらのコースでは、なんと 5 つもの酒蔵に立ち寄って、それぞれの製品の試飲＆お買い物を楽しめるほか、三河本みりんで有名な九重味淋にも立ち寄り。こちらでは、“みりんの可能性”を余すところなく表現したイタリアンの昼食と直売所でのお買い物をお楽しみいただきます。 日程 11/30（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 8：30 発→→山﨑合資会社 10：05/10：35→→九重味淋（昼食）11：15/12：30→→相生ユニビオ 12：50/13：20→→國盛 酒の文化館 14：00/14：50→→オレゴンファーム＆ワイナリー15：20/15：50→→澤田酒造 16：10/17：00→→ＪＲ名古屋駅 18：20 着 注意事項 ・本コースのご参加は、20 歳以上の方に限定20歳以上の方に限定20歳以上の方に限定20歳以上の方に限定させていただきます。 ・お酒の試飲をされた方は名古屋駅到着後、お車等の運転はご遠慮ください。 最少催行人数 10 名 便利な宿泊地 バス降車後は、名古屋市内のお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 4,500 円（販売手数料 15％） ※20歳以上の方限定 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、ガイド代、昼食代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：10 集合／8：30出発 山﨑合資会社（西尾市）  妥協なき職人魂を持つ明治 36年創業の造り酒屋です。お酒は”自然の幸”であると同時に”人の幸”、本物のうまさをとことん追求しています。各銘柄の説明・試飲とお買い物をお楽しみください。代表銘柄は「尊皇」。 ★下車観光・ガイド案内  九重味淋“ Ｋ庵”（碧南市） （イメージ） コクと旨みが際立ち、芳醇な香りと奥深い風味が特徴の三河のみりん。その元祖となる蔵が、ここ九重味淋。敷地内になるレストラン＆カフェ「Ｋ庵」にて、“みりんの可能性”を余すところなく表現したイタリアンの昼食「竜の子みりんランチ」と直売所でのお買い物をお楽しみください。 ★昼食付き  相生ユニビオ（碧南市）  「大吟醸相生乃松」を始めとした匠の酒や焼酎の説明・試飲とお買い物をお楽しみください。代表銘柄は「相生乃松」。 ★下車観光・ガイド案内  國盛 酒の文化館（半田市）  約 200 年前の酒蔵をそのまま使った半田の酒醸造の歴史を伝える博物館。博物館を見学した後は利き酒コーナーにて日本酒や果実酒（お酒の飲めない方は大人気のあまざけ）の試飲・お買い物をお楽しみください。代表銘柄は「國盛」。 ★下車観光・ガイド案内  オレゴンファーム＆ワイナリー（常滑市）  オレゴンファーム＆ワイナリーの施設内にある常滑ワイナリー・ネイバーフッドは国家戦略特区認定のワイナリーです。主にピノ・ノワール、ピノ・ブラン、シャルドネを生産しています。各銘柄の説明と試飲・お買い物をお楽しみいただきます。 ★下車観光・試飲・お買い物 澤田酒造（常滑市）  「白老」で有名な酒蔵。こちらでは、各銘柄の説明・試飲とお買い物をお楽しみいただきます。 ★下車観光・ガイド案内 



■コース番号３１ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■紅葉バス紅葉バス紅葉バス紅葉バス⑧⑧⑧⑧♪デン♪デン♪デン♪デンパパパパーク＆本ーク＆本ーク＆本ーク＆本格的格的格的格的日本日本日本日本庭園庭園庭園庭園からからからから眺眺眺眺める紅葉とめる紅葉とめる紅葉とめる紅葉と大あ大あ大あ大あんまき作り体んまき作り体んまき作り体んまき作り体験験験験 西三河南部の紅葉スポットを巡る紅葉バス。お花がきれいなデンパークでは、グルメも楽しみ。また、近くの丈山苑では、本格的日本庭園でお抹茶をいただきながら紅葉鑑賞をお楽しみいただきます。また、コース前半でかわら美術館に立ち寄り、芸術の秋を堪能するほか、後半には、大あんまき作り体験で食欲の秋も満喫します。 日程 11/30（土） コース内容 ＪＲ名古屋駅 9：00発→→高浜市やきものの里かわら美術館 10：30/11：30→→安城産業文化公園デンパーク（自由昼食）12：00/14：00→→丈山苑 14：15/15：00→→藤田屋 15：40/17：00→→ＪＲ名古屋駅18：00 着 注意事項 ・昼食は含まれていません。デンパークにて各自でお召し上がりください。 最少催行人数 20 名 便利な宿泊地 バス降車後は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 2,900 円、小学生 1,600 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、高浜市やきものの里かわら美術館常設展・企画展観覧代、安城産業文化公園デンパーク入場代、丈山苑入場代・お抹茶代、大あんまき作り体験代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 8：40 集合／9：00出発 高浜市やきものの里かわら美術館（高浜市） 
 

生産量日本一を誇る三州瓦の中心的な産地にある美術館。瓦の歴史や三州瓦の魅力を紹介する「常設展示」はもちろん、企画展「山本良比古展」も、学芸員がご案内いたします。 ★下車観光・ガイド案内 安城産業文化公園デンパーク（安城市）  ガーデンを自由観賞できるほか、世界コンテスト金賞受賞の手作りソーセージや、園内で醸造する地ビールも楽しみです。 ★下車観光・自由散策・自由昼食 
丈山苑（安城市） 

 
江戸初期の武士・文人で、安城市出身の石川丈山（いしかわじょうざん）が過ごした京都・詩仙堂を再現した建物でお抹茶をご賞味。 ★下車観光・ガイド案内・お抹茶付き 藤田屋（知立市） 

  
愛知県民には有名な大あんまき。おいしさはもちろん、インパクトのある見た目でも大人気です。本ツアーでは、その大あんまきづくりを体験していただきます。作った大あんまきは店内でお召し上がりいただくことができます。（お持ち帰りも可能です） ★下車観光・体験  



■コース番号３２ 

  ■集合場所のご案内  ■詳細情報 

  

■家■家■家■家康康康康公のルーツを辿る！松公のルーツを辿る！松公のルーツを辿る！松公のルーツを辿る！松平平平平からからからから徳川徳川徳川徳川へ、地へ、地へ、地へ、地元元元元ガイドと巡るガイドと巡るガイドと巡るガイドと巡る興隆興隆興隆興隆の歴史 の歴史 の歴史 の歴史 松平徳川氏の発生から三河統一までの歴史の地を、地元ガイドの解説で辿ります。徳川三百年の礎となった松平氏発祥の地・松平郷、矢作川を下り進出した安城城跡、最後は、新たな本拠地となった岡崎（家康公生誕地）へ。ご昼食は、岡崎で八丁味噌煮込み膳をお召し上がりください。 日程 12/7（日） コース内容 ＪＲ名古屋駅 7：45発→→松平郷 9：00/10：30→→大正庵釜春本店（昼食）11：30/12：20→→安祥文化のさと 12：40/13：30→→岡崎公園 14：00/15：30→→徳川家康公像（名鉄東岡崎駅）※15：50/16：10→→ＪＲ名古屋駅 17：40 着 注意事項 ・名鉄東岡崎駅で途中降車することも可能です。途中降車の場合でも、旅行代金に変更はありません。 ・まちあるき（松平郷散策・約 90分、安祥文化のさと散策・約 50分、岡崎公園散策・約 90分）がありますので、歩きやすい靴でご参加ください。 最少催行人員 25 名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 2,900 円、小学生 2,300 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、岡崎城入館代、三河武士のやかた家康館入館代 ＪＲ名古屋駅太閤通口エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 7：25 集合／7：45出発 松平郷（豊田市） 
 

松平郷は徳川三百年の礎となった松平氏発祥の地です。今からおよそ六百年前この地に発祥した松平氏は三河を平定し天下太平の礎としました。歴史に埋もれた郷は、静かに武将の息吹を伝えています。徳川家のルーツである松平氏発祥地を地元ガイドがご案内。松平東照宮や高月院など見どころ満載です。 ★下車観光・ガイド案内 大正庵釜春本店（岡崎市） 
（イメージ） 

岡崎伝統の八丁味噌を使った、八丁味噌煮込み膳（元康コース）のご昼食。冷えた体を温めてください。 ★昼食付き  安祥文化のさと（安城市） 
 

松平二代・泰親が矢作川を下って岩津（岡崎市）に進出後、三代・信光はさらに下流の安城城を攻略。安城城には、その後、信光三男で松平四代に当たる親忠が居城しました。本ツアーでは、安城城跡がある安祥文化のさとで、松平から徳川への興隆史の解説を聴きます。 ★下車観光・ガイド案内  岡崎公園（岡崎市） 
 

安城松平家四代で松平七代である清康により、松平氏の本拠は安城から岡崎へと移されました。以後、清康は三河統一へと邁進します。清康の二代後が家康公であり、ここ岡崎城で誕生しました。地元ガイドの案内で、岡崎城と三河武士のやかた家康館を見学します。 ★下車観光・ガイド案内 ※5 歳以上～小学生未満は岡崎城と三河武士のやかた家康館の入館に270 円が必要です。（現地払い） 徳川家康公像（岡崎市） 
 

家康公生誕地である岡崎の新しい象徴として、2019 年秋に完成予定の徳川家康公の銅像を地元ガイドの案内で見学。台座を含めた高さが約9.5mに及ぶ立派な像です。 ★下車観光・ガイド案内  



■コース番号３３（追加） 

  ■集合場所のご案内  モーニングカフェイベント（一宮市）  10/20（日）は、尾張一宮駅前ビルにて開催。一宮商業高校による「おもてなしモーニング caf 」にて、一宮モーニングをご賞味ください。12/1（日）は、ツインアーチ 138 にて「テイクアウトモーニング」を開催。一宮市内のモーニング実施店舗の有志が特別に集い、各店自慢のモーニングを提供してくれます。いずれも、飲食代金は現地にて各自でお支払いください。 ★自由朝食 ツインアーチ 138（一宮市）  「木曽三川の雄大な流れ」を象徴した優雅なアーチが美しいタワーです。タワー最高部の高さは、一宮市にちなみ 138 メートル。展望室は地上 100mにあって、濃尾平野を一望できます。 ★下車観光・自由散策 豊島記念資料館（一宮市）  一宮の喫茶文化に深く関わっている繊維産業。その繊維産業の歴史を学べるこちらで、一宮の“織物”の歴史と喫茶文化の関係について学芸員がお話しします。 ★下車観光・ガイド案内 ぎんなべ（一宮市）  １３８＜イチミヤ＞膳（松花堂弁当）のご昼食をお楽しみください。 ★昼食付き 一宮地場産業ファッション デザインセンター（一宮市）  世界三大毛織物産地である「尾州」は一宮市を中心とした尾張地域に位置します。尾州の交流拠点である「一宮地場産業ファッションデザインセンター」にてコースター作り体験をお楽しみいただきます。なお、完成品は後日ご自宅へ郵送いたします。（郵送代込） ★下車観光・体験 ※体験は一度に 18 名まで（所要時間約 30 分）となります。参加人数により「のこぎり二」見学班と分かれて入れ替えでの体験となります。 のこぎり二（平松毛織株式会社）（一宮市）  一宮の“織物”産業の象徴ともいえる「のこぎり屋根」の工場は、かつて市内に 2,000 棟もありました。こちらの平松毛織株式会社の工場は、アートギャラリーとして活用されています。本ツアーでは、同社関係者がのこぎり屋根の往時の様子についてご案内します。オシャレなカフェも併設しております。 ★下車観光・ガイド案内  

■観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」接続！喫茶文化と繊維産業の不思議な関係に迫る旅 JR 東海の観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」のダイヤに接続して運行するバスツアーです。コーヒー一杯の値段でトーストなどが付いてくる「モーニングサービス」発祥の地と言われる一宮で「モーニングカフェイベント」へのご参加と、一宮の喫茶文化が繁栄した源流 “織物”の不思議な関係に迫ります。最後は、世界三大毛織物産地である「尾州」でコースター作り体験をお楽しみいただきます。 日程 10/20（日）・12/1（日） コース内容 【10/20（日）】尾張一宮駅前ビルで開催中の「モーニングカフェイベント」にご参加→→ＪＲ尾張一宮駅10：00 発→→ツインアーチ 138 10：30/11：00→→豊島記念資料館 11:30/11：50→→ぎんなべ 12：00/13：00→→一宮地場産業ファッションデザインセンター・のこぎり二（平松毛織株式会社）13：20/15：20→→ＪＲ尾張一宮駅 15：35 着 【12/1（日）】ＪＲ尾張一宮駅 9：45 発→→ツインアーチ 138 で開催中の「モーニングカフェイベント」にご参加 10：15/11：15→→豊島記念資料館 11：45/12：05→→ぎんなべ 12：15/13：15→→ 一宮地場産業ファッションデザインセンター・のこぎり二（平松毛織株式会社）13：35/15：35→→ →→ＪＲ尾張一宮駅 15：50 着 注意事項 ・JR 観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」（全車指定席）は、名古屋駅 8:20 発→尾張一宮駅 9:05着となります。乗車券・指定席券は、お客様各自でお求めください。指定席券は乗車日の 1ヶ月前の午前10時から全国の JRの主な駅で発売します。 ・10/20 は、ご集合前に、各自で尾張一宮駅前ビルで開催中の「モーニングカフェイベント」にご参加ください。 ・「モーニングカフェイベント」での飲食代金は含まれておりません。各自でお支払いください。 最少催行人員 20 名 ※最大募集人数36名※最大募集人数36名※最大募集人数36名※最大募集人数36名 便利な宿泊地 バス乗車前（前泊）は、名古屋市内でのお泊りが便利です。 バス降車後は、一宮市内・名古屋市内でのお泊りが便利です。 ご旅行代金 大人 2,700 円、小学生 1,800 円（販売手数料 15％）、未就学児無料 旅行代金に含まれるもの 貸切バス代、昼食代、コースター郵送代 ＪＲ尾張一宮駅 【10/20（日）】9：55 集合／10：00 出発  【12/1（日）】9：40 集合／9：45出発 


